
（受付番号順）

受付番号 都道府県 申請者名称 法人番号 事業計画名 認定支援機関名

2713110001 東京都 株式会社日本メンブレン 4010801009103
画像寸法測定器導入による基板測定機能の向上及び
短納期化

芝信用金庫

2713110003 東京都 ヤキィー株式会社 2010801012001 電力使用量に基づく電力料金最適化サービス
一般社団法人城西コンサルタント
グループ

2713110007 東京都 株式会社木村技研 3010901003114
トイレセーフティーシステム、機能向上による新たな
サービス展開

商工組合中央金庫

2713110008 東京都 株式会社ファクトリーフォース 2010401075150
次工程の電子基板搬送時の不良品発生を抑える基板
搬送装置の開発

特定非営利活動法人東京都港区
中小企業経営支援協会

2713110017 東京都 株式会社信濃精機製作所 6010101001700
コンプレッサー用コントロールバルブの摺動シャフトの高
精度化

西武信用金庫

2713110020 東京都 あきら歯科              
手術用顕微鏡を応用した革新的歯科治療と院内画像
連携システムの構築

山梨中央銀行

2713110025 東京都 株式会社吉川製作所 3011801005134
防火扉ヒンジ穴あけ加工の高精度化及び増産体制の
確立

株式会社エフアンドエム

2713110036 東京都 ＳＩシナジーテクノロジー株式会社 7010101010915 河川防災向けインターネット自動通報装置の開発 多摩信用金庫

2713110043 東京都 株式会社サンコー 9010601011493
様々な素材にレーザー焼付加工やプリントした商品の
開発による新需要創出

商工組合中央金庫

2713110044 東京都 有限会社増尾製作所 8012802004995
シリコンウェハ用の高精度なキャリアホルダーの試作開
発

多摩信用金庫

2713110046 東京都 エースコーポレーション株式会社 5011501000581
ＣＡＤＣＡＭ導入による生産性向上と在宅勤務活用によ
る人材確保

フロンティア法律事務所

2713110047 東京都 株式会社セイキ製作所 7012301001297
マシンキーの革新的製法により国内市場と海外市場を
掘り起こす。

商工組合中央金庫

2713110049 東京都 有限会社サイン・ハウス 6010902006286
純国産のバイク用高品質Ｂｌｕｅ　ｔｏｏｔｈインカムの開発
による世界展開

西武信用金庫

2713110051 東京都 株式会社野村製作所 3013101001490
細物の超高精度テーパー加工技術開発による競争力
強化

青梅信用金庫

2713110053 東京都 成瀬鋼業株式会社 9011701012191
吊り穴のない長尺鋼材へのＲｏＨＳ対応溶融亜鉛鍍金
の開発

朝日信用金庫

2713110054 東京都 株式会社ツクリ 7010001164638
デザインから製造、施工まで自社にて一貫して請け負う
ための製造設備の導入

二見達彦税理士事務所

2713110063 東京都 株式会社ユーロテック 5012301006629
板厚０．５ｍｍステンレス鋼板に圧入可能なクリンチン
グ・ナット（アイ・オー・ティー・ナット（仮称））の開発

商工組合中央金庫

2713110064 東京都 有限会社中村鞄製作所 6011802028346
子供目線のランドセル製造における生産性向上と女性
雇用促進の両立

株式会社エフアンドエム

2713110074 東京都 株式会社ウエスト・トラスト 9010001106506
リンゴ栽培における農産物付加価値向上用ＬＥＤ栽培機
の試作開発

東京東信用金庫

2713110075 東京都 株式会社ニューテック 6011401007767
コンクリート関連試験業務の拡大を図るための重要試
験設備の増設

城北信用金庫

2713110079 東京都 株式会社真精工 8010101007101
可変バルブタイミング機構に使用されるロックピンの高
精度化

西武信用金庫

2713110087 東京都 有限会社ユウキ製作所 9010102007165
新機械導入による高付加価値・短納期・低コスト生産体
制の確立

多摩信用金庫

2713110094 東京都 株式会社竹川精密 7013101001685
リチウムイオン電池用極小クリアランスプレス金型の試
作開発

西武信用金庫

2713110095 東京都 株式会社長坂製作所 3010701007232
新型立フライス盤の導入による、自動ロール磨き装置
の製品力・生産性向上と事業拡大

有限会社大野不動産コンサルタン
ト事務所

2713110098 東京都 株式会社松下製作所 6010501013345 精密加工品質を保証する検査工程の構築 朝日信用金庫

2713110099 東京都 株式会社目黒製作所 1011801012529
料理用バーナーのＴＰＰ加盟国向け輸出量増加に伴う
内製化及び生産性の向上

足立成和信用金庫

2713110101 東京都
株式会社ＶＵＩＬＤｄｅｓｉｇｎ＆ｍａｎａｇｅ
ｍｅｎｔ

7122001024133
日本伝統構法とデジタル製造技術融合による次世代建
築デザイン事業

三菱東京ＵＦＪ銀行

2713110110 東京都 壷屋製本株式会社 1011101043266 熟練技術を高い生産性にて提供するしくみ 東京シティ信用金庫

2713110114 東京都 株式会社ベンチャーネット 4010402030739
ＥＣ事業者向けに提供する越境取引のための決済サー
ビス

仰星監査法人

平成２７年度補正　ものづくり・商業・サービス新展開支援補助金
　採択案件一覧（７２３件）
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受付番号 都道府県 申請者名称 法人番号 事業計画名 認定支援機関名

2713110124 東京都 青色会計事務所              
会計事務所と顧問先をつなぐ「クラウド型双方向連絡シ
ステム」の開発

株式会社エフピー・ワン・コンサル
ティング

2713110125 東京都 富沢印刷株式会社 9010501008747
平綴じ製本機導入によるコピーガード印刷・バリアブル
印刷の冊子の事業拡大

株式会社ＧＩＭＳ

2713110126 東京都 株式会社ニッシン 6012801003034
５軸マシニングセンタを導入して新たなギヤ加工方法を
確立する

多摩信用金庫

2713110127 東京都 株式会社アクシス 2011701001440
最新の大型研削盤の導入による生産力強化および内
製化システムの確立

東京都民銀行

2713110130 東京都 株式会社吾嬬製作所 2010601008331
真空成形機導入による、高付加価値プラスチツク成形
品の試作開発

みずほ銀行

2713110131 東京都 日本電磁測器株式会社 8012801001259 ナノバブル発生装置の開発 ジャパン・ラボ株式会社

2713110132 東京都 おざわ歯科医院              
最新機器導入による総合的歯科診療・メンテナンス
サービスのワンストップ提供

りそな銀行

2713110135 東京都 心愛治療院              
可視化を導入したがん手術後のトータルボディケアサー
ビスの提供

さわやか信用金庫

2713110136 東京都 株式会社Ａｇｘ 7010401122204
疲労度検知ヘルメット（スマートヘルメット）で実現する作
業者の体調不良検知サービスの実施

東京都民銀行

2713110139 東京都 八幡鍍金工業株式会社 6011701007954
意匠性カラー静電－ニッケルめっきプロセスの試作実
用化

東日本銀行

2713110141 東京都 気象情報通信株式会社 4013301023730
クラウドサービスを利用した可搬型建設現場向け環境
観測システム

巣鴨信用金庫

2713110143 東京都 高砂電鍍工業株式会社 7012701000592
作業効率を高め安定した品質を維持し製造コストを削
減するための買換え。

多摩信用金庫

2713110146 東京都 株式会社トヨダ製作所 7010801008548
段取り削減・高精度・超短納期に対応出来るネットワー
ク曲げ加工システムの構築

りそな銀行

2713110147 東京都 株式会社アイカ 5010001131986
新食品トレーサビリティ・パッケージ及びクラウドシステ
ムの構築

りそな銀行

2713110148 東京都 有限会社友恵フレーム 4013102006471
高性能ステンレス溶接機の導入と加工技術で新規製品
の受注拡大

青梅信用金庫

2713110150 東京都 株式会社トラディショナルデザイン 3010901023962
ＩｏＴによる「焙煎工程のデジタル管理」で、拠点展開計
画！

西武信用金庫

2713110151 東京都 合同会社Ｅメタル 8010803001392
ＣＮＣ導入による高生産性の向上と事業承継のための
技術の蓄積

株式会社ヒューマンネット・コンサ
ルティング

2713110155 東京都 株式会社ベスプラ 3011001073097 脳の健康維持アプリ開発および家族サイトの開発 中森・荒井税理士法人

2713110156 東京都 朝日工芸株式会社 2011501014691
内製化による小ロット化・リードタイムの短縮及び３Ｄ製
品による新市場の確立

若宮会計事務所

2713110157 東京都 株式会社岩本製作所 4010601009253 需要拡大しているアンチモニー製品への新規事業展開 大東京信用組合

2713110159 東京都 株式会社共栄製作所 8011701002383
自動錠剤包装機ユニットの生産性向上による競争力強
化と事業拡大

協同組合さいたま総合研究所

2713110160 東京都 ビーエルジャパン株式会社 6010701021809
瓶詰めラインとラベル貼り機の導入による自社醸造地
ビールのブランド確立と拡販

みずほ銀行

2713110161 東京都 株式会社オーティシーオオタニテント 9012301000479
テント制作における、最新機器導入による生産性向上と
事業拡大

八千代銀行

2713110162 東京都 有限会社博光工業所 5010802011404 自動車向け大型肉厚部品の一連加工体制の確立 共立信用組合

2713110163 東京都 寺内金属株式会社 4010001023185
最新スリッター設置によるリチウムイオン電池用部品の
製造

商工組合中央金庫

2713110164 東京都 ＢａｎｋＩｎｖｏｉｃｅ株式会社 7010001167632 請求書の電子化サービス事業 株式会社Ｋｉｐｓ

2713110166 東京都 ｍａｕｖｅ              健康的な働く美人を創出するサロンプロジェクト 昭和信用金庫

2713110170 東京都 株式会社イナミツ印刷 5010701001027
印刷製本における非有価作業の削減と「ライン化」の実
施

さわやか信用金庫

2713110171 東京都 株式会社黒河内デザイン事務所 8010901033189
レディスファッションの成功を元に、メンズファッションへ
の進出

一般社団法人せたがや中小企業
経営支援センター

2713110173 東京都 株式会社田中学園 5013301026154
外国人の介護福祉士国家試験受験者のための研修シ
ステムの開発

商工組合中央金庫

2713110175 東京都 株式会社ファンプラス 6010401066947
通訳案内士不足を補う多言語翻訳・通訳サービスをス
マホで提供するシステムの開発

東京都民銀行

2

tucker



受付番号 都道府県 申請者名称 法人番号 事業計画名 認定支援機関名

2713110176 東京都 株式会社セイコー 5011801008993
生産プロセスの革新による差別化製品の創造で売上及
び利益率の改善

商工組合中央金庫

2713110177 東京都 株式会社マザーレンカ 2010001117534
チョコレートで美味しく楽しく健康寿命を延ばすプロジェ
クト！

八千代銀行

2713110178 東京都 有限会社丸幸レジン 7011502005644
特殊樹脂対応射出成型機の導入による高止水性「型枠
締付金具」の製品化

朝日信用金庫

2713110179 東京都 株式会社ライフマネジメント 9010001135810 Ｈ６１乳酸菌を素材としたサプリメントの開発 朝日信用金庫

2713110180 東京都 神宮外苑かさはら歯科              
ＣＴ画像を活用したインプラント等のワンストップサービ
ス及び後進医師の育成事業

大光銀行

2713110181 東京都 明和抜型株式会社 1011501009024
高級な紙器製造に必要な紙抜型に使用する特殊罫線
製作用のＣＡＤ連動カッターの設備導入

城北信用金庫

2713110182 東京都 エスジー精密株式会社 9010801001567
スマートフォンに使用される高精密な金型を製作する為
の最新鋭プロファイル研削盤の導入と量産化

芝信用金庫

2713110184 東京都 ジャパンスタイルデザイン株式会社 3010001143950
漫画で学ぶビジネスコミュニケーション学習システム「ＫＩ
ＢＩ」

公益財団法人東京都中小企業振
興公社

2713110185 東京都 株式会社マサダ製作所 5013101001175
ジャッキの中心軸構造（ラム）の生産性向上による市場
競争力強化

商工組合中央金庫

2713110187 東京都 三和産業株式会社 7011801001633
サイン＆ディスプレイ加工技術の高度化による新規受
注の拡大

城北信用金庫

2713110188 東京都 東興電気株式会社 2013401001992 介護用簡易浴槽の開発 多摩信用金庫

2713110189 東京都 有限会社原金属プレス型製作所 5011802006311
新型マシニングセンター導入による金型製造技術の高
度化と受注の拡大

東京東信用金庫

2713110190 東京都 株式会社斉藤照明 8011501006519
複合加工機導入による、特注照明器具製造の短納期
製造システムの確立と顧客の拡大

瀧野川信用金庫

2713110193 東京都 有限会社ケンシアート 9010902005509
美術品を永遠に！デジタル技術を用いた安全・高精度・
高速な造形事業の開始

さわやか信用金庫

2713110194 東京都 株式会社三鷹精工 5012801002598
太物シャフト品の真円度測定が容易な横型真円度測定
機の試作開発

一般社団法人首都圏産業活性化
協会

2713110197 東京都 株式会社真興社 6011001010163 検査の高度化を核とした相乗効果の発揮 商工組合中央金庫

2713110201 東京都 有限会社宮田花店 8010002005971
Ｗｅｂ受注システムを使った法人会員への新たな花の販
売体制の確立

株式会社コミットプラン

2713110205 東京都 有限会社シィーアールディー 3011302004313
三次元加工が可能なソフトアクリル３層加飾シートの試
作開発

特定非営利活動法人東京都港区
中小企業経営支援協会

2713110207 東京都 株式会社アットワールド 8011001057070
海外留学生の就職をサポートする留学帰国生就職支援
システムの開発

竹田税理士事務所

2713110211 東京都 株式会社木内印刷 9011801018816 可変バリアブル印刷を通じた経営革新 興産信用金庫

2713110212 東京都 二葉工業株式会社 9010001055736 新型カッティングマシンの導入を通じた新展開 興産信用金庫

2713110215 東京都 株式会社昭和テック 1011801001969
高精度な肉盛溶接加工の新規創設による金型の一貫
生産体制の確立

亀有信用金庫

2713110216 東京都 コノコ医療電機株式会社 6010701003476
「次世代シンアツシン」の製品化と販売代理店向け教育
サービス「ケアブック」の開発

税理士法人多田

2713110220 東京都 株式会社秋東精工 1011701016209
増大する産業用小ロットプラモデル需要に応える新生
産プロセスの創設

東京東信用金庫

2713110221 東京都 株式会社アームズ 7010701016279
最新装置の導入と効果的な体制構築で、高精度部品加
工業務を拡大する

東日本銀行

2713110223 東京都 株式会社パラディドル 5011001064243 自社一貫体制によるファクトリーブランドの構築 藤岡壮志

2713110225 東京都 株式会社ライズ 3010101009127 簡易使用可能な太陽追尾発電装置 多摩信用金庫

2713110226 東京都 有限会社飯田紙器製作所 1011402000726
新設備導入により生産性を向上し高級洋菓子向け化粧
箱の受注拡大を図る

巣鴨信用金庫

2713110229 東京都 株式会社梅沢製作所 3013101006234
立形マシニングセンタ導入による事業領域拡大プロジェ
クト

多摩信用金庫

2713110231 東京都 みききんず株式会社 5010401106968
スマホ等の盗撮からプライバシーや秘密情報を守るた
めのＬＥＤ照明装置の開発

特定非営利活動法人東京都港区
中小企業経営支援協会

2713110234 東京都 株式会社ウィルビイ 3010501006062 立体物に高精細な彩色・描画をする製造装置の開発 朝日信用金庫
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受付番号 都道府県 申請者名称 法人番号 事業計画名 認定支援機関名

2713110239 東京都 株式会社藤波タオルサービス 2012401003990
高機能×色×香り×冷温に対応できる、おしぼり生産
設備の開発

商工組合中央金庫

2713110240 東京都 リョーリツ化成株式会社 8012801009112
「ＮＣモデル加工機」導入による事業領域拡大プロジェク
ト

多摩信用金庫

2713110242 東京都 合同会社ＫＳデンタルラボ 6013103000471 可撤式インプラント用ジルコニアフレームの試作開発
株式会社ブレイブコンサルティン
グ

2713110243 東京都 有限会社三栄美術印刷 3011702016651
最新デジタル複合機を駆使した地産地消の販促物印刷
サービスの提供

大橋中小企業診断士事務所

2713110244 東京都 有限会社ティー・アイ・アンド・アイ 4013102007899 ペンシル型万能エアーチゼルの開発 西武信用金庫

2713110245 東京都 益子製作所              
増大する試作品・小ロット品への高度な精密機械加工
体制の確立

西武信用金庫

2713110247 東京都 株式会社塩 8010101008388
金属加工の職人技を数値し活用する自動制御加工シス
テムの試作開発

多摩信用金庫

2713110249 東京都 有限会社サカエ樹脂工業 3012802004439
最新エスカレーター清掃商品の国内生産の実現と高品
質提供の実現

菅野正一

2713110250 東京都 株式会社ウインドジャマーズ 2012401015144
オートバイ専門搬送設備導入による顧客ニーズへの対
応力の強化と生産性の向上

株式会社ヒューマンネット・コンサ
ルティング

2713110251 東京都 株式会社中央発明研究所 6013101001430
含浸廃水中から高純度で含浸剤を抽出するシステムの
開発

りそな銀行

2713110252 東京都 Ｋｅｎｐａｌ株式会社 8012401022705 脳波センサーを利用した自動車事故防止対策サービス 野口五丈公認会計士事務所

2713110253 東京都 ケイワイ株式会社 7011101062087
特殊素材に対応可能な３Ｄプリンタ向けスライスソフトの
開発

星野徳孝

2713110256 東京都 株式会社飯山特殊硝子 6010801000794
硝子加工精度の向上と複雑形状への対応を可能にす
る生産体制の構築

株式会社エフアンドエム

2713110257 東京都 有限会社石黒製本 2011702000937
直角多重折用紙折機ユニット及び反転ユニットの導入
による生産性向上と受注拡大

東京東信用金庫

2713110258 東京都 株式会社隅田屋商店 9010601012673
日本国産米の海外輸出に関する新たな品質劣化防止
技術の開発計画

Ｂ．Ｔ．Ｉコンサルティング事務所

2713110261 東京都 有限会社塩本ヘラ鉸製作所 9011802003593
大型製品向け手鉸り用機械の導入とヘラ鉸り技術の伝
承、展開

東栄信用金庫

2713110262 東京都 株式会社高畑製作所 5011801002815
最新モデルのジグボーラー導入と内視鏡用ゴム金型の
生産プロセスの革新

東栄信用金庫

2713110263 東京都 有限会社シーアンドケイ 2011802026543 新たな中敷の開発と販売 商工組合中央金庫

2713110264 東京都 株式会社三共紙店 5010001105263
壁紙×デジタル技術！　究極の壁紙オーダーシステム
を実現

芝信用金庫

2713110266 東京都 ケミックス工業株式会社 4011801001388
エネルギー掘削装置部品の革新的素材変更のための
成形方法の変更

商工組合中央金庫

2713110267 東京都 株式会社藤井光学 5013301010513
自社開発光造形型技術と５軸加工による高品質樹脂製
品試作の実現

城北信用金庫

2713110268 東京都 合資会社安井商店 5010003005081
来店困難なお客様に対する、額縁のオーダー受注シス
テムの導入

税理士法人横須賀・久保田

2713110269 東京都 株式会社アイビーシー 8011101001746 「ギフトの質を高め感動を与えるサービスの開発」 巣鴨信用金庫

2713110272 東京都 株式会社ツキジ製作所 8012401001048
ＣＮＣ自動旋盤導入と工程削減による小径高性能部品
の高精度化の実現

多摩信用金庫

2713110273 東京都 有限会社恵精機 7010802014487
３Ｄ　ＣＡＤ／ＣＡＭ活用による３次元加工の販路拡大と
熟練作業の可視化、自動化による生産性の向上

松島由紀子税理士事務所

2713110275 東京都 有限会社大昌カラー 4010602032782
最新型ＣＴＰ機導入による平台校正サービスの生産性・
品質向上

東京東信用金庫

2713110276 東京都 有限会社多田製本 5011402005738 絵本専用綴じ機の導入を通じた競争力強化 芝信用金庫

2713110278 東京都 株式会社ハイバーテック 6011801003886 Ｇコード・コントローラ開発 朝日信用金庫

2713110279 東京都 エヌ・テー・ユー株式会社 1010801001665
特殊工具の置き忘れ防止装置付きケースの開発による
重大鉄道事故防止

さわやか信用金庫

2713110285 東京都 合同会社プロモベオ 6010003021672
立体形状を有するフレキシブルなポリマー脳電極の製
造技術の開発

東京中央経営株式会社

2713110288 東京都 株式会社ユニバル 7011601016567
日本製高精度歯科技工製品の海外への短納期提供実
現による最先端設備導入

七島信用組合
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2713110291 東京都 株式会社桜井 5012801002870
皮膜処理設備導入による、塗装品質の向上及び生産性
の改善

西武信用金庫

2713110293 東京都 株式会社荏原計器製作所 2010701001698
加工プロセスの効率化によるオーダーメイド生産の高度
化および環境・エネルギー分野への新展開

三菱東京ＵＦＪ銀行

2713110294 東京都 サーマル化学産業株式会社 7011601002468
血漿融解装置（凍結保存された輸血用の血漿が入った
バッグを解凍する装置）の新製品開発

巣鴨信用金庫

2713110296 東京都 株式会社ビジョナリークロス 2010401104818 スクール事業者向けトータルサポートサービスの展開
株式会社グランツ・コンサルティン
グ

2713110297 東京都 株式会社太陽油化 2011401007738
グリストラップ汚泥の燃料化による再生重油の生産体
制の構築

株式会社グランツ・コンサルティン
グ

2713110300 東京都 有限会社ハルベッツ 4011102017274
人工心肺装置に基づく心臓外科手術の確立で多くの命
を助ける動物病院

株式会社濱田マネジメントタクティ
クス

2713110302 東京都 株式会社メディボヤージュ 2010701031695
産休育休中の女性医師によるＴＶ電話での訪問看護支
援サービス

小松満義公認会計士・税理士事
務所

2713110304 東京都 株式会社Ｈ２Ｍ 4013301037508
地方の買い物難民をターゲットとした新物流網創出によ
る新規顧客層開拓

大沢洋子税理士事務所

2713110307 東京都 有限会社村山プロセス 1010002027031
アナログ製版のデジタル化によるアナログフィルム資産
の再活用および海外展開

朝日信用金庫

2713110308 東京都 有限会社篠原製本所 3011102006146 綴じ工程の見直しを通じた競争力強化 東京信用金庫

2713110311 東京都 株式会社プロジェクト・オン 9012401014759
人体骨格に基づく最適デザインを用いた丹田強化ベル
トの試作開発

浅田益宏税理士事務所

2713110312 東京都 有限会社藤原製作所 1011402018421
耐久性・精密性に優れた抜型を自動化により短納期で
実現する

巣鴨信用金庫

2713110314 東京都 株式会社グローブ・テック 3012801000430
燃料電池、発電装置などで使用さける、高温用コネクタ
の開発

多摩信用金庫

2713110315 東京都 株式会社雄島試作研究所 2012401010954 ミリ波帯誘電率測定用共振器の開発 みずほ銀行

2713110316 東京都 株式会社ＦｅｅＭａｉｌ 7010001170982
代引き課金のインターネットメールサービスの開発と事
業展開

西武信用金庫

2713110323 東京都 株式会社伊藤バインダリー 4010601009807
ＣＣＤカメラ付乱丁検査装置の導入による、品質向上及
び利益拡大化の計画

東京東信用金庫

2713110327 東京都 株式会社汀線科学研究所 9010101009030
ＮＯ及び関連物質の呼気ブレスバイブレス測定モニター
の開発

多摩信用金庫

2713110329 東京都 有限会社天池製作所 1011802009284
射出成形機用取出しロボット導入による　品質向上と生
産プロセスの革新

朝日信用金庫

2713110341 東京都 株式会社ジーアンドエム 2011801017394
特許技術を活用したインフルエンザ゛除去に優れた室内
除菌機の開発

東京中央経営株式会社

2713110343 東京都 エイコム株式会社 5011101060712
顔認証技術を応用した多言語対応型クーポン券発行シ
ステムの開発

服部中小企業診断士事務所

2713110349 東京都 株式会社ジャロック 9011201002627
スチール製ラックに代替する軽量・防錆・安全な樹脂製
組立式棚の試作開発

株式会社エフピー・ワン・コンサル
ティング

2713110358 東京都 株式会社箱長 1010501010875
製造・販売体制整備・強化で伝統的な桐工芸品の海外
普及へ取組む

東京東信用金庫

2713110378 東京都 株式会社宇田川金属工業所 3010601009329
ＮＣスタッド溶接機導入による高精度加工と生産性向上
の実現

東京東信用金庫

2713110384 東京都 リングトレーディング株式会社 4010001147868
ソーセージケーシングを熱圧着により結紮する機械の
試作開発

巣鴨信用金庫

2713110397 東京都 ラスター食糧株式会社 3012401008799
防腐剤フリーの安心・安全で美味しい生麺の生産量倍
増と品質改善の為の製麺機入れ替え

多摩信用金庫

2713110403 東京都 ネストビジュアル株式会社 2011001099151
ＣＧ業界を活性化する！ＣＧクリエイター育成とインタラ
クティブ映像レンタル事業

恵良税理士事務所

2713110404 東京都 株式会社フジタ医科器械 9010001006763
局所脳内酸素飽和度モニターの使い捨てセンサーの開
発

みずほ銀行

2713110407 東京都
有限会社エス・ケイ・クリエーションス
タジオ

2011002027276
ファッション技術者の技術向上及び感覚育成を行うス
クールの開講

西武信用金庫

2713110414 東京都 篠田歯科              
ＣＴを用いた歯周治療、インプラント治療における革新
的再生療法の開発

千葉銀行

2713110415 東京都 株式会社エコミナミ 4013401002130
初期コストを抑え、低価格化した、業界初のリフォーム
用温水床暖房システムの開発

西武信用金庫

2713110416 東京都 ハズウエア株式会社 1012401010170 訪日観光旅行客向けビーコン点呼システム 多摩信用金庫
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2713110418 東京都 株式会社クロンティップ 6013301017400
バッグ等で使用する人体接触部の外気温度上昇を抑え
る生地の開発

商工組合中央金庫

2713110420 東京都 バンプレコーダー株式会社 2011501019030
位置・加速度情報を利用した乗降判定ロジックとレイ
ヤー表示システムの開発

城北信用金庫

2713110424 東京都 ＡＫＩＭＩＴＳＵＴＲＩＢＥ株式会社 2010501037042 海外輸出用冷凍穴子の国内加工・貯蔵場の新設計画 東京東信用金庫

2713110426 東京都 株式会社セイブ 4010801015877
燃料電池自動車向け高精度部品加工の生産性向上計
画

東日本銀行

2713110427 東京都
株式会社エスキュービズム・テクノロ
ジー

6010401111117
ナンバープレートの画像認識精度向上による駐車場の
予約・自動決算サービスの実現

りそな銀行

2713110429 東京都 株式会社コーテック 6012701003464 多品種少量生産向け成膜事業への展開 税理士法人アンビシャス

2713110432 東京都 株式会社シリウス 4030001054113
水で汚れを分解する技術を搭載した次世代掃除機Ｓｗｉｔ
ｌｅ（スイトル）の筐体開発

城南信用金庫

2713110433 東京都 株式会社ＴＲアンドＫ 1011101055708
乳児・小児に使用可能な小型で安価なパルスオキシ
メーターの開発

八千代銀行

2713110435 東京都 都建材工業株式会社 4012401001670 自立式多機能ブロックの製品開発 多摩信用金庫

2713110438 東京都 三和産業株式会社 8011701003126
ＣＮＣ複合フライス盤とＣＡＤ／ＣＡＭシステムを導入して
高精度加工品の受注と航空機分野の展開を図る

特定非営利活動法人ＮＰＯビジネ
スサポート

2713110439 東京都 株式会社内田染工場 4010001000911
新技術導入で１千万経費減、０．５日納期短縮、提案力
向上！選ばれる染工場に！！

巣鴨信用金庫

2713110440 東京都 株式会社サン工芸 5012701000347
メタルマスク工程・品質管理システムの開発による競争
力強化

みずほ銀行

2713110441 東京都 株式会社猿江ガラス 7010601027995
手造りガラス製品の品質安定と精度向上により、満足を
提供する。

朝日信用金庫

2713110442 東京都 イー・ディー・エル株式会社 1011301000538
精密フランジの光学技術導入による検査工程の効率向
上

商工組合中央金庫

2713110443 東京都 有限会社森豊印刷 7011702011707
自動連続給水搭載機導入による水被膜安定化と印刷
品質の向上

株式会社ＧＩＭＳ

2713110444 東京都 株式会社アースモス 3011201015865
日本の陶磁器の良さを世界に発信する多言語対応サイ
トとアプリの作成

巣鴨信用金庫

2713110445 東京都 株式会社セイファート 6011001043048
究極の１ｔｏ１マーケティングを目的としたサロン向け集
客アプリの開発

商工組合中央金庫

2713110446 東京都 株式会社アーキテクスト 3010001150336
マンション大規模修繕での管理組合支援と建築修繕業
界活性化サービス

税理士法人福島会計

2713110447 東京都 有限会社フジノプラント 8012802007569
次世代ＣＮＣ搭載立形マシニングセンタ導入による多品
種少量生産プロセスの革新

東大和市商工会

2713110450 東京都 城山産業株式会社 4011001011320
高節水・コンパクト型プール用水循環浄化装置の試作
開発

三井住友銀行

2713110451 東京都 佐藤電研株式会社 1011701003462 大型ＬＥＤ照明向けスピニング加工技術の確立 朝日信用金庫

2713110452 東京都 有限会社エミックス 4011602001827
デジタル制御技術を用いた高機能太陽電池特性計測
装置の開発

田中経営研究所

2713110454 東京都 株式会社アイディング 8011701009197
医療機関向け手術説明用コンテンツ提供サービスの開
発

フィルアーツコンサルティング

2713110455 東京都
株式会社デンタルマネジメントソ
リューションズ

6010001173061 はがたる～歯が足る社会へ～ みずほ銀行

2713110456 東京都 有限会社ロハス 8010602031979
全自動裁断機の導入による、生産性向上及び小規模ア
パレルブランド支援事業

北野孝志

2713110457 東京都 株式会社トキオテック 1010801008297
検査設備投資による、高精度部品の精度革新と、７％
の生産力向上事業計画

芝信用金庫

2713110458 東京都 株式会社アルカディア・イーエックス 2011301008836
人材評価・活用システムの利便性向上のための機械装
置専用ソフトウェア製作と購入

公益財団法人東京都中小企業振
興公社

2713110459 東京都 ノーブル無線株式会社 8012401012895
気象観測、および、航空管制用高性能レーダー用分
配・合成器開発事業

多摩信用金庫

2713110460 東京都 フレンドグラフィック株式会社 8010001028544
最新モデル機活用とＩｏＴ指向による革新的名刺受注生
産システムの構築

株式会社ＧＩＭＳ

2713110464 東京都 株式会社山城精密 1013101001583 高性能バリ取り設備導入による生産性向上 西武信用金庫

2713110465 東京都 浅草ＫＴ歯科              
ＣＡＤ／ＣＡＭ設備を使用した海外観光客等向けの即日
治療サービスの提供

若杉公認会計士事務所
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2713110466 東京都 有限会社菅谷食品 4013102006232
納豆の充填ラインの拡充による新規顧客への安定供給
体制の確立

西武信用金庫

2713110467 東京都 有限会社府川製作所 4011502010845
超高精度ワイヤー加工による超精密外径・内孔１工程
抜きプレス金型の開発

朝日信用金庫

2713110468 東京都 有限会社森下製版 3010502011482
シリンダー加工機対応のエッチング＋マシニング複合加
工方法の開発

朝日信用金庫

2713110472 東京都 トックベアリング株式会社 9011401004704
最新加工設備導入による提案用試作品の納期短縮・コ
スト削減

東京中小企業投資育成株式会社

2713110473 東京都 グッドプランニング株式会社 8013201016194 大型店舗向けのデジタルサイネージ専用端末の開発 株式会社Ｋｉｐｓ

2713110475 東京都 株式会社ＴＡＮＵ 2013201017834
高性能・高解像度超音波診断装置導入による、人間並
みの動物高度医療の提供

税理士法人アクア

2713110478 東京都 株式会社ネットシーズ 9010001075734
アドテク型チャットシステムの構築およびクラウドサポー
ト運用

野口五丈公認会計士事務所

2713110482 東京都 有限会社エーブル 3012802000339
マシンニングセンター導入による加工精度向上と生産性
向上の実現

多摩信用金庫

2713110484 東京都 有限会社朝日鍍金工場 9011702000039 亜鉛排水規制強化における亜鉛めっきの生産性向上
特定非営利活動法人東京都北区
中小企業経営診断協会

2713110488 東京都 株式会社コイズミ 5011401001993 雪路滑り止めアタッチメント付ホイール 朝日信用金庫

2713110489 東京都 株式会社ＴｈｅＭＯＴＣｏｍｐａｎｙ 8010901033503 ＣＦＲＰ・発泡樹脂複合材のプレス成形 西武信用金庫

2713110490 東京都 有限会社ウィッシュ 3012702013382
安価・高い汎用性・簡単操作のエア駆動型スカラロボッ
トの試作開発

西武信用金庫

2713110493 東京都 株式会社松田石材工業所 9011501004380 保有知的財産「永代位牌」改良利用計画 巣鴨信用金庫

2713110494 東京都 株式会社セントラルプロフィックス 6010001048107
ＮＣ彫刻機での造形＋３Ｄへの高精細印刷＝超リアル
立体造形物の製作

株式会社エイチ・エーエル

2713110496 東京都 アサヒ金属株式会社 6011801005370 衛生・耐震パネルの開発と新分野および海外展開 税理士沼田健一事務所

2713110498 東京都 ばんじゃく株式会社 1200001012824
スマートフォンのロック画面に広告配信しポイント付与す
るシステムのＳＤＫ開発

服部税務会計事務所

2713110500 東京都 株式会社大崎鈑金工業所 9010701001923
溶接レス板金加工技術による、高耐久・高精度キュービ
クル筐体の開発

城南信用金庫

2713110503 東京都 相原歯科医院              
最先端デジタル機器を応用した成人矯正とインプラント
治療

東京東信用金庫

2713110504 東京都 有限会社宮崎精機製作所 2011702011364
金属加工技術の高精度化・安定化による、国内外から
の新規受注獲得

東京東信用金庫

2713110507 東京都 株式会社サンレイ 3012401014632 モーターコントロール装置の試作開発 多摩信用金庫

2713110508 東京都 株式会社エイム・トータス 1010101006761
ファイバーレーザー加工機導入による放送機器向け部
品加工の高効率化

青梅信用金庫

2713110509 東京都 株式会社ライト製作所 2011401006896
眼鏡検査機器の光源の定量的評価におけるデータの
信頼性を確保するための検査評価技術

大東京信用組合

2713110513 東京都 日本アイエフ株式会社 2010001108368
インダストリアル向けＵＳＢ３．１　ＴＹＰＥ－Ｃ　ケーブル
事業化計画

朝日信用金庫

2713110518 東京都 クラスメソッド株式会社 5011101037603
ＩｏＴの開発容易性を高めるクラウド・データ分析システ
ムの開発

藤岡壮志

2713110530 東京都 株式会社梅田製作所 8012801008675
医療臨床検査用の検体検査装置における品質向上と
生産プロセスの改善

西武信用金庫

2713110534 東京都 株式会社奥野製作所 9010101000732
レーザーマーカ自動装置による生産プロセスの革新と
国内外での商品強化

多摩信用金庫

2713110536 東京都 ナノダックス株式会社 5011501015225 ガラス強化３Ｄプリンター用フィラメント開発 りそな銀行

2713110541 東京都 有限会社双和鍍金 6011502009415
新バレル鍍金装置導入並びに販売促進による生産性
向上、売上拡大

特定非営利活動法人ＮＰＯビジネ
スサポート

2713110542 東京都 有限会社小柳塗工所 7010602011742
塗装プロセスの生産性を向上させるための設備の改良
更新

東京東信用金庫

2713110546 東京都 株式会社三鷹金属化工所 2012401013040
航空機及び防衛産業向けの硬質耐摩耗メッキ処理工
程の開発

三鷹商工会

2713110553 東京都 朝日精機工業株式会社 1011401000256
５軸マシニングセンター導入による生産プロセスの抜本
的改善と新分野進出

みずほ銀行
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2713110558 東京都 有限会社ユニキューブＴｅｃｎｏｓ 4012802003019
風力発電塔危険回避点検・データー収集のためロボット
試作開発

西武信用金庫

2713110560 東京都 株式会社ミクボ技研 3012801003128
「ＮＣ形彫放電加工機」「３次元測定機」導入による製造
体制高度化プロジェクト

多摩信用金庫

2713110581 東京都 シャルキュトゥリーモエ              
自家製シャルキュトゥリーの品質・審美性・消費者の利
便性の向上

西武信用金庫

2713110585 東京都 太田鍍金工業株式会社 6011801000776
防錆分野で需要が高い厚付け電気亜鉛めっきの量産
技術の開発

東京東信用金庫

2713110594 東京都 株式会社黒ばら本舗 2010601010270
最新包装機器の導入により製品包装工程の内製化を
可能とし、生産性向上を図る。

東信用組合

2713110596 東京都 株式会社間中木工所 6010601034266
特注家具生産における「高品質な製品づくり」と「提案
力」の強化

東京東信用金庫

2713110602 東京都 株式会社アヅマネジ 6010601008492
品質の可視化と管理効率化による締結部品の生産性と
安全性の向上

三菱東京ＵＦＪ銀行

2713110606 東京都 野方電機工業株式会社 8011201004335
新型ワイヤーカット導入による生産性向上と技術提案
能力の向上

協同組合さいたま総合研究所

2713110613 東京都 株式会社三響社 4010001017138
オンライン校正クラウドサービスの活用等による学校ビ
ジネス拡大事業

株式会社ＧＩＭＳ

2713110617 東京都 カートレード株式会社 9011101075797
個人間中古車売買ウェブ仲介新規システム開発事業計
画

霞友有限責任監査法人

2713110620 東京都 株式会社東京製作所 3012801002352
「横形マシニングセンタ」導入による新ビジネスモデル強
化事業

多摩信用金庫

2713110622 東京都 バイオリサーチセンター株式会社 2180001017940
レーザー加工及び蛍光顕微鏡の導入による超小型無
線光照射装置の付加価値向上及び生産体制の構築

名古屋銀行

2713110635 東京都 壷坂電機株式会社 8010101002449 広角高解像度レンズの性能測定器の開発 西武信用金庫

2713110636 東京都 株式会社サンクリエーション 7013301034915
シニア向けにヘアメイク付きで出張撮影を行う新サービ
スの開発

巣鴨信用金庫

2713110637 東京都 平賀機械工業株式会社 3010801010111
新型マシニングセンター導入による部品製作の高精度
化、生産性の向上、利益の向上

商工組合中央金庫

2713110638 東京都 株式会社プレック 9012801006406
国内工程改善とベトナム法人の相乗効果によるグロー
バル展開計画

加藤公認会計士事務所

2713110644 東京都 株式会社東宝ダイヤモンド 4010501008834
当社オリジナル金属製品装飾方法の生産プロセス革新
と量産化対応

朝日信用金庫

2713110651 東京都 株式会社エグゼクション 5010001145739
案件毎の採算性の見える化による業種別イノベーション
促進アプリケーションの試作開発

辻・本郷ビジネスコンサルティング
株式会社

2713110654 東京都 株式会社東邦産業 9010501008722
最新技術で高度化した「鉄道業用新型ＬＥＤ合図灯」の
試作開発

朝日信用金庫

2713110656 東京都 ケィディケィ株式会社 9010801014585
３Ｄプリンターを活用した治具製造による、樹脂部品の
効率的少量多品種生産の実現

さわやか信用金庫

2713110657 東京都 リイマジンコンサルティング株式会社 1011101060939 「誰でも創れる共済」クラウド共済サイトの試作開発 株式会社Ｋｉｐｓ

2713110662 東京都 株式会社トップランク 9040001024787
日本の中古車販売店を元気にする！国内外中古車販
売網の構築

株式会社シャイン総研

2713110668 東京都 日進技研株式会社 6011801003770
マルチビーム測量システムの導入・標準化による測量
精度の向上・高品質化

朝日信用金庫

2713110684 東京都 株式会社フジタ・ジャパン 1011401007342 高所用Ｗｉ－Ｆｉデジタルカメラ検査機器試作開発 巣鴨信用金庫

2713110689 東京都 株式会社ハナミ 5011101017497
０２０プロモーション用広告品の短納期ワンストップ・
サービスの開発

特定非営利活動法人東京都北区
中小企業経営診断協会

2713110692 東京都 株式会社テンペストフーズ 6020001092509 大豆発酵食品の試作開発及び生産性向上 西武信用金庫

2713110703 東京都 株式会社よふきインターナショナル 5011601018318 ＣＡＤ導入による生産性の向上と技術承継 巣鴨信用金庫

2713110705 東京都 株式会社東京センサ 6010601005390
革新的センサの開発による接触／非接触式バンパース
イッチの試作開発

三菱東京ＵＦＪ銀行

2713110719 東京都 株式会社インテクノス・ジャパン 6011101001970
異物センサの出荷校正／再校正用革新的な「新型校正
装置」の開発

三井住友銀行

2713110730 東京都 株式会社バースト 7010701029801
瞬間冷凍技術による唐揚げ調理プロセスの標準化・単
純化・均質化事業

大東京信用組合

2713110732 東京都 名執デンタルオフィス              
インプラント患者に対し新たな歯科技術を用いた安全性
の向上と雇用創出

さわやか信用金庫
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2713110734 東京都 株式会社アイ・ティー・オー 9012401013612
エンドトキシンフリーの医科向け再生医療関連スキンケ
アプロダクトの開発

三井住友銀行

2713110740 東京都 株式会社フジダイヤ 8010101008999
医療機器部品の超精密加工を実現する単結晶ダイヤモ
ンド工具の開発

一般社団法人首都圏産業活性化
協会

2713110764 東京都 ＦＬＡＴ              
ＴＰＰ対策＆靴販売方法の新提案！特許を活かした
イージー・オーダー靴の試作開発事業

城北信用金庫

2713110765 東京都 株式会社井口機工製作所 8011601000537
ターンテーブルの大型化と短納期・高精度を実現する生
産体制の構築

株式会社エフアンドエム

2713110766 東京都 ヘンムー合同会社 5011003006458
ヴァーチャルリアリティの店舗内体験にて購買を支援す
るサービス

西武信用金庫

2713110771 東京都 有限会社マルタカクリーニング 9011702011003
個人用クリーニングから産業用クリーニングへの販路拡
大事業

朝日信用金庫

2713110772 東京都 有限会社深川ダイス製作所 4011702014381
最新型放電加工機と研磨技術が融合した高精度・高付
加価値の異形ダイス開発

朝日信用金庫

2713110774 東京都
株式会社クレススマートソリューショ
ンサービス

5010701027666
非接触レーダー・Ｗｉ－ＳＵＮによる「ステルス型見守りシ
ステム」の試作開発

芝信用金庫

2713110777 東京都 株式会社ｃｕｂｉｅ 2010601049136
食文化向上に資する「ワイン」との新しい出会い方を提
供する事業

商工組合中央金庫

2713110781 東京都 株式会社ドンキーボックス 8011501007888 「どこでもプロジェクターケース」試作・開発 三森税理士事務所

2713110782 東京都 今井印刷株式会社 5010001010752
秋葉原で色再現性の高い高付加価値な少部数冊子制
作事業の立ち上げ

株式会社ＧＩＭＳ

2713110784 東京都 株式会社清和光学製作所 7011201002802
高付加価値のある光学機器開発生産のための製造技
術高度化

土谷税理士事務所

2713110788 東京都 集塵装置株式会社 5011401003107
オゾンを含んだファインバブル水による洗浄式脱臭装置
の開発

商工組合中央金庫

2713110789 東京都 アールエフ矯正歯科              
３Ｄデータを活用したマウスピース製作の革新的な矯正
治療の展開

木本直之税理士事務所

2713110790 東京都 ホワイトプラザ歯科              
超高齢社会における、安心・安全のインプラント・ガイ
デットサージェーリー治療

税理士法人ＰＦＡ

2713110791 東京都 株式会社緑陽社 2012401014798
バーチャルレイアウトシステムと最新プリントシステムで
実現する革新的ワークフローの開発

柿﨑経営法務事務所

2713110794 東京都 吉田工業株式会社 5010701013749 省エネルギー型小型ボイラーの開発 東日本銀行

2713110796 東京都 有限会社服部精機 5010802011560
ガラス瓶用金型部品の設備導入と自社技術開発による
生産性向上事業

さわやか信用金庫

2713110797 東京都 フューチャーサポート株式会社 8010801023868
雇用のミスマッチの最小化を図った人材紹介サービス
の実施

フォーライフコンサルティング事務
所

2713110798 東京都 有限会社金成スクリーン 7011802023486
多様化・　高度化するデザインニーズ対応の新複合特
殊印刷技術の開発

東榮信用金庫

2713110802 東京都 サイトセンシング株式会社 9050001034455
３次元（３Ｄ）デジタルモデル作成効率の劇的向上、及
び、商圏の飛躍的拡大

常陽銀行

2713110803 東京都 大三工業株式会社 1011601003959
ＮＣ旋盤導入による農業用大型排水管部品の生産性向
上

城北信用金庫

2713110807 東京都 株式会社はくぶん研究所 3120001157997
ＪＡＰＡＮ教育ブランド「学校教材」の東南アジア・ＴＰＰ加
盟国への営業展開

大幸経営有限会社

2713110813 東京都 鈴上工業株式会社 9010801005915
大径ＮＣ旋盤による旋削・長穴ガンドリル複合加工方法
の開発

芝信用金庫

2713110816 東京都 株式会社ココファースト 6140001095978
専用ＩＴシステム導入による自転車撤去管理業務の付加
価値向上

ＳＷＯＴ有限会社

2713110819 東京都 株式会社坂本製作所 6012801002102
最新型パイプベンダーの導入による、新規プロジェクト
立ち上げに向けた高精度化・増産対応

西武信用金庫

2713110821 東京都 株式会社技光堂 6011401001539
シルク印刷技術とＵＶインクジェット機による革新的な印
刷の実現

巣鴨信用金庫

2713110823 東京都 ライト＆イメージ              
精密微細加工の技術、ノウハウを活かした特殊な樹脂
成型光学部品の製造

多摩信用金庫

2713110824 東京都 株式会社ダブル 8011401010975
最新型インクジェットプリンタを使った次世代型色校正
サービスの開発

城北信用金庫

2713110826 東京都 フジテクノ株式会社 6010801022376
ビア樽商品の検査・解析力アップによる品質と生産性の
向上

ジャパン・ラボ株式会社

2713110834 東京都 アキバ歯科              
インプラント治療でプロセス革新を行い、品質向上と治
療期間短縮化を図る

群馬銀行
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2713110838 東京都 株式会社エージーリミテッド 7010401077910
レーザー加工工程改善による生産性向上及び少量多
品種化

西武信用金庫

2713110839 東京都 株式会社アンティーム 3010501034773
最新レーザー加工機等の導入による高精度・短納期生
産体制の確立

朝日信用金庫

2713110840 東京都 株式会社環境材料エンジニアリング 9010801019576
木材成分を原料とするＰＤＣを用いたセシウム汚染水処
理装置の開発

安藤一彦

2713110841 東京都 ハイテクインター株式会社 4010001075763
マルチベンダー対応の次世代監視システム用映像表示
システムとトランスコーダの開発

中井啓之税理士事務所

2713110844 東京都 小作木工有限会社 5013102001793
全自動卒塔婆加工機の導入により安価な輸入品に対
するコスト競争力の強化

西武信用金庫

2713110846 東京都 株式会社日伸スプリング 9010601019058
特許取得済である鐶（かん）の施工用結合具としてのシ
リーズ化と製造原価の低減

東京東信用金庫

2713110849 東京都
株式会社エス・エム・エス・データテッ
ク

8010001074712
人工知能（ＡＩ）を利用した人材と仕事のマッチングサ
ポートサービス

東京東信用金庫

2713110853 東京都 経営創研株式会社 3010601028659
動的見える化を実現し組織の蘇生発展を実現するＳＤ
ツールの導入

あがたグローバル税理士法人

2713110864 東京都 株式会社ＢｅＴｏｇｅｔｈｅｒ 1010001145305
ＫＡＫＡＳＨＩＴＥＡＣＨＥＲによる栽培指導と地域農業の見
える化

興産信用金庫

2713110865 東京都 株式会社フランキーフーズ 2011701001341 新商品開発発売に伴う、自動パン粉付機の導入 東京東信用金庫

2713110867 東京都 株式会社ウッドベル工業 8013101001263
自動組立・検査装置の導入によるボトルネック工程の解
消及び高品質提供体制の構築

西武信用金庫

2713110871 東京都 ワールド印刷株式会社 5010001120576
最新設備導入による近隣小規模同業社に対する下請
け機能の強化と紙回帰への先手対策

株式会社ＧＩＭＳ

2713110879 東京都 株式会社ケンファクトリー 2013102005500
当社の強みを発揮した新たな生産プロセスの構築で航
空機内装設備のアルミ部品を新規受注

多摩信用金庫

2713110881 東京都 日本ウイントン株式会社 3010801008857
住宅用換気ダクト用清掃ロボットの開発による清掃サー
ビスの高度化

ライジングコンサルタンツ株式会社

2713110883 東京都 有明デンタルクリニック              
ＣＡＤ／ＣＡＭシステム導入による歯の補綴物ワンデー
トリートメント事業

税理士法人藤井会計事務所

2713110886 東京都 株式会社吉本製作所 7013101004127
加工・プログラム・検査を連携した高効率な生産体制の
確立

商工組合中央金庫

2713110887 東京都 株式会社ミューテック 4011401013180
ＩｏＴ対応・２連結マシニングセンター導入による機械部
品生産の高度化と高生産性の実現

埼玉りそな銀行

2713110892 東京都 株式会社美・ショップ・ジョージ 4013201007354
エコ訪問美容カーで女性雇用促進と高齢者健康・美容
促進サービスの開発

三橋心

2713110897 東京都 有限会社磐梯工業 5010802011511 新素材向け高精度金型への挑戦 城南信用金庫

2713110898 東京都 株式会社ユーアイ 9012801008170
ワイヤーハーネス関連のハイエンド設備導入による平
均年間成長率４０％達成計画

多摩信用金庫

2713110902 東京都 エー・アンド・エー株式会社 7013101004440
最新ロボドリル導入によるプラスチックの超微細加工技
術の確立

一般社団法人首都圏産業活性化
協会

2713110903 東京都 株式会社トーン・アップ 2120001085951
次世代高機能デジタルサイネージ設備導入による受注
型から自立提案型事業への転換

三井住友銀行

2713110904 東京都
株式会社ジャパンホームランドセキュ
リティ

1010401093194
放射線量を大幅に低下させる革新的コーティングサー
ビスの開発

合同会社東都経営力向上セン
ター

2713110907 東京都 株式会社リナジェン 6010001158632 バイオガス分離膜を用いたメタン濃縮設備の開発
税理士法人コーポレート・アドバイ
ザーズ

2713110910 東京都 株式会社Ｉ・Ｐソリューションズ 1010001109656
スマホにタッチして認証・情報取得する次世代電子スタ
ンプの開発

巣鴨信用金庫

2713110911 東京都 ＳｈａｎｎｏｎＬａｂ株式会社 6010101010123
ロボット対話に革新をもたらす人工知能プラットフォーム
「エージェントプラットフォーム」の開発

多摩信用金庫

2713110912 東京都 株式会社ＢＯＮＤＳ 9011101054999
「二酸化塩素製剤」と「天然鉱物　亜炭」を配合した花の
延命剤の開発

東京東信用金庫

2713110914 東京都 株式会社６次元アニメーション 7010401107122 「Ｕ６」日本式３ＤＣＧアニメーション制作環境整備事業 浅川綜合会計事務所

2713110919 東京都 有限会社笠原製菓 5011702002807
せんべいの在り方を変える『ＳＥＮＢＥＩ　ＢＲＯＴＨＥＲＳ』
の展開

株式会社コミットプラン

2713110926 東京都 有限会社折原精密鈑金 6013102005810
複雑な曲げ技術の導入と生産能力の向上による次世
代有機ＥＬ筐体への挑戦

西武信用金庫

2713110934 東京都 株式会社古川精機 2010801021778
次世代自動車の試作部品製造を飛躍的に効率化する
加工技術開発事業

川崎信用金庫
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2713110937 東京都 清信歯科医院              
セレックおよびマイクロスコープの導入によるＩＴ化した高
度で安全な歯科治療事業

亀有信用金庫

2713110941 東京都 愛和モールド工業株式会社 2011801000111
プラスチック製品の電動射出成型製造による生産能力
と製品競争力向上

株式会社エフアンドエム

2713110943 東京都 株式会社ジャパンセル 8012301002864
液中ナノ粒子高感度測定用石英セルの革新的製造シ
ステムの構築

株式会社さがみはら産業創造セン
ター

2713110949 東京都
株式会社スペースエンターテインメン
トラボラトリー

8010801024800 稲作スマートマネージメントシステムの開発と実証実験 さわやか信用金庫

2713110953 東京都 有限会社櫻井製作所 1010702003406
ワイヤー放電加工機を活用した高精度の加工実現と精
密加工部品の受注拡大

芝信用金庫

2713110954 東京都 有限会社玉津抜型 4011402005838
高品質「抜型」ワンストップ生産体制の強化による短納
期化の実現

巣鴨信用金庫

2713110964 東京都 古賀電機株式会社 9010701003374
高真空内部品における切断加工技術の高度化と材料
管理システムの構築

さわやか信用金庫

2713110973 東京都 東洋電溶株式会社 3013101003867
レーザー加工機導入による「自動車の自動溶接組立ラ
イン」製造の超短納期化

成長戦略株式会社

2713110976 東京都 株式会社そると 9011001106000
中小企業の事業成長促進を目的とした、経営者と優良
税理士をマッチングするサイトの開発と運営事業

西武信用金庫

2713110978 東京都 株式会社三州社 5010401011375
大手コンビニ店国内外市場テスト用販促物提供及び港
区イベント支援

りそな銀行

2713110980 東京都 株式会社シマダジュエリー 8010501025917
匠の技術の数値化による金の微細加工品質向上と自
社ブランド拡大

朝日信用金庫

2713110981 東京都 株式会社西尾製作所 5011501008113
高効率の工作機械導入による生産工程の統合と一貫
生産体制の再構築

協同組合さいたま総合研究所

2713110983 東京都 株式会社谷山製作所 3011801002899
抜型製作の更なる短納期化と高品質化によるパッケー
ジ業界への貢献

東京東信用金庫

2713110988 東京都 株式会社シイズンドアグリ 8010801017531
「食後ニオイが気にならないニンニク」を筆頭とした素材
丸ごと使うペプチドの開発

引地栄二税理士事務所

2713110991 東京都 株式会社ラテラ・インターナショナル 8010401001943
ＡＲ技術を活用したインバウンド向け高付加価値地図の
開発

株式会社グランツ・コンサルティン
グ

2713110992 東京都 有限会社八巻畳工業 4011502004731
畳逢着機（大型自動ミシン）の導入による車イス用畳の
事業化

巣鴨信用金庫

2713110995 東京都 株式会社伊藤高圧瓦斯容器製造所 9010801000973
ＲＦタグ在庫管理システムの導入と粉体自動塗装設備・
スクリーン印刷機の同時設置。

福原公認会計士事務所

2713110996 東京都 北海興業株式会社 9010401027533 クラウドサービス型安心・安全監視カメラの開発 西武信用金庫

2713110997 東京都 株式会社加藤製作所 5010601035141
受注が増加する高品質スマートキーケースの生産体制
の確立

株式会社エフアンドエム

2713110998 東京都 日興製版印刷株式会社 1011501008141
厚紙への高品質印刷と自由形状加工による印刷トータ
ルソリューション

瀧野川信用金庫

2713111000 東京都 株式会社タクシーアシスト 6010501032799
タクシー運賃先決め旅行サービスのスマートフォンアプ
リの開発。「たくあし君」アプリの開発

三菱東京ＵＦＪ銀行

2713111011 東京都 有限会社阿部工機製作所 8011802000369
高機能ラベルの加工３工程を１台で賄う全自動複合機
の開発

城北信用金庫

2713111012 東京都 マテリアライズ株式会社 4013101006828
ＣＧデータをリバースエンジニアリングにより工業製品の
製造に利用する事業

多摩信用金庫

2713111026 東京都 有限会社原島精機製作所 2013102006572
重機・建機向け複雑・特殊形状ネジの連続加工・生産性
向上

西武信用金庫

2713111033 東京都 株式会社ニッパン・エンジニアリング 4012701004811
門型油圧リフターによるオーバーホール作業のコストと
工期の縮減

小平商工会

2713111034 東京都 株式会社明和製作所 2010101003915
金型製造における短納期・低コスト・高品質化を図るた
めの生産プロセス改善による生産体制の改革

多摩信用金庫

2713111039 東京都 株式会社印南製作所 2011801006067
工程管理の改革・品質管理の改善・設備投資による増
産要請等への対応

巣鴨信用金庫

2713111040 東京都 東京都鍍金工業組合 8010005002140 新たな環境規制対応の為の環境分析能力の高度化 朝日信用金庫

2713111045 東京都 ヤマキ金型              
電磁接合技術の事業化を踏まえた、電磁接合用電磁コ
イルの高性能化

東京東信用金庫

2713111046 東京都 株式会社ベアーメディック 6040001026051
操作性が良く、侵襲が少ない、腹くう鏡下手術専用医療
機器の開発

北川和善税理士事務所

2713111048 東京都 株式会社知財ビジネスリンク 5010901034520
知的財産権の取引市場の構築と取引活性化サービス
の展開

芝信用金庫

11



受付番号 都道府県 申請者名称 法人番号 事業計画名 認定支援機関名

2713111050 東京都 株式会社ラ・ショエット 8010001160396
抗菌作用を持ち生活を豊かにする新しいコンセプトのハ
ンドソープの開発

大東京信用組合

2713111051 東京都
株式会社東京プライズエージェン
シー

2013301027254 京都から世界に発信する「天狼院オンエアー」 巣鴨信用金庫

2713111058 東京都 小林熱機工業株式会社 9010801004074
独自技術を活用した大型うどん店向け省エネ・高効率
茹で麺釜システムの開発

芝信用金庫

2713111060 東京都 東和マーク株式会社 7011501003319
＂付けていれば良いだろう＂から＂付けたい＂と価値
観を変える名札の提案

巣鴨信用金庫

2713111061 東京都 相川紙工株式会社 9010001000130
自動ミシン機の導入による筋入れ・ミシン入れ工程の生
産性向上事業

商工組合中央金庫

2713111062 東京都 有限会社若富士製作所 3011702012766
高性能精密ＮＣ旋盤を導入して取引先の要望に対応し
て利益を拡大する

特定非営利活動法人ＮＰＯビジネ
スサポート

2713111063 東京都 武蔵新田まつ歯科クリニック              
歯科医として最大限に子どもの健康に貢献するワンス
トップの診察治療体制の確立

税理士法人アクア

2713111064 東京都 東海産業株式会社 4010801008121
画像測定による工業用プラチック製品の加工精度向上
及び生産性向上

ジャパン・ラボ株式会社

2713111068 東京都 株式会社ハーツクリエイション 6011001046422
新型マルチアングル映像・複数音声インターネット配信
システム開発

西武信用金庫

2713111070 東京都 株式会社ＰＡＲＡＭ 5012801008785
各種素子高速製造のためのマルチ電子ビーム形成用Ｐ
ＳＡ素子の製作

西武信用金庫

2713111072 東京都 アイテック株式会社 1012301000016 精密円筒部品の自動研削加工と遠隔監視の実現 多摩信用金庫

2713111075 東京都 ステラキューブ株式会社 2011401012341
有害物質溶出防止剤（凝集固化剤）の開発・製造及び
販売

瀧野川信用金庫

2713111076 東京都 株式会社美山技研 6010101003861
医療機器向け超小型プリント基板の外形加工プロセス
を確立

多摩信用金庫

2713111077 東京都 ウエブテック株式会社 2010701001203
レトルト食品等のパッケージ印刷の品質を検査する検
査装置の導入

ケー・エムコンサルティング

2713111086 東京都
株式会社サイバービジョンシステム
ズ

9011501006526
ドローンの新機種　ＶＴＯＬ（垂直離着陸機）の研究・開
発

巣鴨信用金庫

2713111094 東京都 株式会社モノリス 5012401008715
アミノ酸分析による犬・猫のガンの早期発見サービスの
開発

さわやか信用金庫

2713111096 東京都 株式会社金子製作所 3010601023445
最新ＮＣ旋盤導入による製品開発の高度化、短納期化
実現

東京東信用金庫

2713111097 東京都 株式会社加藤研磨製作所 6010801021196
高精度表面形状・表面粗さ評価による品質保証体制の
確立

東京中央経営株式会社

2713111099 東京都 株式会社大王製作所 6010501011308
アドオン型生産工程管理とＷＥＢ進捗回答システム導入
で受注拡大へ

東京東信用金庫

2713111103 東京都 株式会社東京御咲 7010801007913
生産設備増強と高精度加工の実現による人工衛星小
型部品への対応

さわやか信用金庫

2713111104 東京都 株式会社戸谷染料商店 6010501008659
デジタルプリンティングを活用した「一点物の椅子づく
り」

朝日信用金庫

2713111109 東京都 株式会社泰清紙器製作所 8011601014207
インターネットを活用した混合生産プロセス構築による、
紙器製造の生産性向上

特定非営利活動法人東京都北区
中小企業経営診断協会

2713111113 東京都 本多通信工業株式会社 4013201005408 高速画像信号伝送用防水丸型コネクタの商品開発 東京中小企業投資育成株式会社

2713111114 東京都 オーワテクノ株式会社 7010801023654
鉄道車両用内装部品である忍び錠及びその他錠類の
製造方法の改革

かながわ信用金庫

2713111117 東京都 株式会社江北ゴム製作所 8011801023890
超高デーライト真空成形機による生産性の向上と作業
安全性・快適性の確保

足立成和信用金庫

2713111124 東京都 株式会社アテック 5011601000366 最新組立ロボット導入による回転機生産プロセス改善
一般社団法人首都圏産業活性化
協会

2713111129 東京都 株式会社森田総商 2011401006401
デジタル印刷中綴じ機にカラー線を含む独自のボビン
の製造を自動化にする開発

巣鴨信用金庫

2713111132 東京都 株式会社イーエッチシー 5013401000059
液晶業界の研究・開発者が求める高精細な評価用基板
（ガラス）を忠実に再現する体制の構築。

多摩信用金庫

2713111133 東京都 株式会社ナカノ 4010501010757
業界初の１００％植物由来プラスチックを活用した知育
楽器の開発事業

興産信用金庫

2713111136 東京都 株式会社シーアイエス 8010101001574 コンテンツ不足を解消する高速４Ｋカメラの製品化 商工組合中央金庫

2713111138 東京都 株式会社社会起業家パートナーズ 8010001156865
美容難民を救済するオリジナル商材の開発、および、Ｅ
Ｃソフトウェアの構築

巣鴨信用金庫
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2713111141 東京都 有限会社ワイテック 4010102007384 加工力強化による高付加価値生産プロセスの確立 多摩信用金庫

2713111142 東京都 株式会社グレイスレディ 4010001145962
即戦力となる外国人留学生と地方企業を結ぶ「地方創
生」人材紹介サイト構築

神吉マネジメントコンサルティング

2713111144 東京都 三報社印刷株式会社 8010601000596
紙製電子回路印刷技術確立と、国内外アニメファンへ
の画期的アイテムの提供

一般社団法人バリューアップ・ジャ
パン

2713111145 東京都 株式会社ムツナミ 4011801012476 リフィル容器充填のパーマ剤酸化抑制製造の確立 東京都民銀行

2713111146 東京都 東京ニホス株式会社 2013101004263 布等材料長さ測定器の開発 青梅信用金庫

2713111147 東京都 株式会社キュービックス 4010001093030
３６０度映像動画の独自ＣＧを含む映像制作・配信のシ
ステム化

みずほ銀行

2713111148 東京都 株式会社麦酒企画 2011301016500
酵母の自家培養を実現し、国産クラフトビールの高品質
化を図る。

特定非営利活動法人杉並中小企
業診断士会

2713111149 東京都 株式会社エヴァアビエーション 7012401029750 パイロット業務を効率化させるための支援サービス開発 多摩信用金庫

2713111150 東京都 有限会社ビーアンドエム 3010602024855
ＩｏＴ対応最新刷版設備導入による生産性向上と利益改
善

朝日信用金庫

2713111151 東京都 株式会社仲田製作所 8010601013912
設備導入により試作開発段階からの参入を果たし、量
産加工の受注強化を図る

朝日信用金庫

2713111153 東京都 株式会社三和デンタル 7010801004175
歯科技工に於けるＣＡＤ／ＣＡＭを中核とした革新的プ
ロセス技術の開発

川崎信用金庫

2713111154 東京都 株式会社松田モデル 9011701007365
設計・造形工程の改善による可動フィギュアの生産力強
化計画

株式会社エフアンドエム

2713111158 東京都 ゼットアップ・リサーチ株式会社 8011001038459
メイドインジャパンによる競技用自転車専用トラベル
ケースの製造・販売

税理士法人サム・ライズ

2713111159 東京都 株式会社クボプラ 7013101003574
複合加工機導入によるプラスチック切削加工、提案型
生産プロセスの構築

西武信用金庫

2713111162 東京都 ＦＵＮＦＡＭ株式会社 3030001084103
飲食店で使用される業務用食器洗浄機に対応可能な
竹製食器の開発

西武信用金庫

2713111164 東京都 株式会社トミテック 4011801010554
精度の高いワイヤ放電加工機とＣＡＤ・ＣＡＭ導入で事
業の全体効率化

瀧野川信用金庫

2713111172 東京都 株式会社東文社 1011501003266
外国社エアライン向けの機内冊子印刷・製本を新規開
拓するための製本機の刷新

三菱東京ＵＦＪ銀行

2713111173 東京都 株式会社エコファースト 9011301011404
工場の省エネ・燃料コストとＣＯ２削減を同時に実現させ
る蒸気節約機器の開発

八千代銀行

2713111174 東京都 合同会社ＴＡＤＯＫＯＲＯ 3010003019711
本場インドカレーと水素で女性顧客も喜ぶ新・癒しサー
ビスの提供

公認会計士志茂坂事務所

2713111177 東京都 三友社出版株式会社 2010001003239 ＩＴ技術を活用した教科書指導マニュアルの制作 東京シティ信用金庫

2713111178 東京都 株式会社マルタカ 6010001101658
リンパの流れを良くする為の「リンパマッサージ器」の開
発

商工組合中央金庫

2713111179 東京都 株式会社キメリカル 2020001107765
生産性と品質を高める、顧客がカスタマイズできるジュ
エリー事業の強化

公益財団法人神奈川産業振興セ
ンター

2713111180 東京都 クリーン冷熱販売株式会社 8010601010224
空調事業者の大幅な負荷低減を実現する、ボンベ管理
システムの導入

朝日信用金庫

2713111181 東京都 株式会社黒部製作所 2010101001084
最新型歯車研削盤の導入による生産性向上と技術伝
承プロジェクト

西武信用金庫

2713111182 東京都 株式会社野口 9013401000583
ウォータージェットカッターを使用した生産性の向上と新
製品開発

蛭田昭史税理士事務所

2713111183 東京都 有限会社天沼製作所 2013102002555
ＮＣターンテーブル付レーザ加工機の導入による高精
度切断加工及び作業工程削減

西武信用金庫

2713111186 東京都 浜中木工有限会社 7013102007723
最高品質の国内製塔婆を輸入品と同水準の安価で販
売するための生産体制確立

西武信用金庫

2713111187 東京都 株式会社エコ・２４ 8010401052012
アスベスト無害化工法（ＣＡＳ工法）の煙突への適用とデ
ジタルマイクロスコープ導入事業

彩ノ国総合研究所千葉亮

2713111192 東京都 有限会社風見製作所 1011802011281
成形品と金型設計の相関ＤＢ化と最新設備導入による
高精度金型の生産性向上

城北信用金庫

2713111193 東京都 有限会社しほまねき 1011202011931
実用新案権弁当箱と食品販売のための受注システムと
新型設備導入

株式会社ヒューマンネット・コンサ
ルティング

2713111196 東京都 ウェブスペース株式会社 5010101002501
複数の宅配事業者等の荷物の受渡しを管理するＷｅｂ
ロッカーシステムの開発。

西武信用金庫
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受付番号 都道府県 申請者名称 法人番号 事業計画名 認定支援機関名

2713111197 東京都 有限会社トロフィー佐藤 8010602018092
世界初のどこでも貼れるシールのデザインの多様世化
と低コスト化、短納期化を可能にする

東京東信用金庫

2713111210 東京都 ノバルス株式会社 9010001167531
センシング技術を搭載した乾電池型ＩｏＴ製品の試作品
開発

ベンチャーインク会計事務所

2713111213 東京都 Ａｐｅｘ株式会社 5021001017233
非接触三次元測定データからのＩｏＴ活用ダイレクト切削
サービスの確立

一般社団法人首都圏産業活性化
協会

2713111214 東京都 株式会社ディーシーティ 3011001014522
オプトジェネティクス研究向けウェアラブル型生体脳刺
激・解析システムの開発・試作

梅澤会計事務所

2713111219 東京都 こばやし歯科クリニック              
歯科ドックを用いた包括的摂食嚥下障害治療システム
と教育体制の構築

阿波銀行

2713111221 東京都 有限会社モワ 8010602005743
快適優美産業　高齢者、女性客の新規分野獲得技術
提案

城北信用金庫

2713111228 東京都 株式会社多村工業所 4011701010497
高性能マシニングセンターとＣＡＤ／ＣＡＭシステムを導
入して売上並びに利益を拡大する

特定非営利活動法人ＮＰＯビジネ
スサポート

2713111234 東京都 株式会社ミリメーター 2010701031448
３Ｄ技術を活用した低価格のフルオーダーメイド女性靴
の実現

杉田公認会計士事務所

2713111244 東京都 株式会社ＨＥＲＥ． 9011001104061
ＶＲ技術の普及を先取した３６０度動画向けのＣＧ素材
の制作販売

西武信用金庫

2713111245 東京都 株式会社三ツ矢 5010701009441
プラズマ装置を用いた耐熱性樹脂へのめっき手法の開
発と生産性向上

商工組合中央金庫

2713111256 東京都
三伸システムエンジニアリング株式
会社

9010601022152
新型測定装置構築での光ファイバー測定試験プロセス
の改善

朝日信用金庫

2713111264 東京都 株式会社東京紙芸社 4011501007710
デザイン性に富み、かつ、機内持ち込みに最適なサイ
ズのインバウンドパッケージ製作

商工組合中央金庫

2713111270 東京都 第一医科株式会社 1010001004353
耳鼻咽喉科クリニック開設に必要な全てを備えたブラン
ドの構築

朝日信用金庫

2713111278 東京都 株式会社タカハシ 3011501010616
搬送機能付き全自動全数検査機導入による生産性向
上と利益拡大

特定非営利活動法人ＮＰＯビジネ
スサポート

2713111283 東京都 株式会社和心 6011001072625
訪日外国人に自社企画・生産した着物・浴衣をレンタル
事業と越境ＥＣで提供する。

八千代銀行

2713111285 東京都 有限会社キンワ製本所 4011102003803
小ロットＥＶＡ・ＰＵＲ製本機導入による特殊な製本ニー
ズへの対応と新規顧客獲得

株式会社ＧＩＭＳ

2713111292 東京都 株式会社ケーナインラボ 7012401019561
小動物の輸血を代替する動物用人工赤血球製造法の
開発

多摩信用金庫

2713111295 東京都 株式会社Ｃｒｅａｔｏｒ’ｓＮＥＸＴ 9021001018186
Ｗｅｂ解析レポート生成・改善提案レポート自動生成
サービスの正式版開発

森公認会計士事務所

2713111298 東京都 株式会社さくら酒店 7010601043200
海外展開を図る日本酒専門販売システム構築による新
たな販売方式の導入

川手佳子

2713111310 東京都 水上印刷株式会社 2011101020470
インストアプロモーションにおける革新的生産技術の導
入

三菱東京ＵＦＪ銀行

2713111314 東京都 アイエスケー株式会社 6010001000075
可視光を使用する腫瘍測定器の開発および特許取得
による競争力強化

朝日信用金庫

2713111315 東京都 株式会社つくば商会 7012401009190
油脂汚れに強く安全な洗濯機導入による「綺麗さ」の品
質向上事業

城南信用金庫

2713111317 東京都 東邦航業株式会社 3012801002385
日本初、航空業界におけるコンソール用パネルの一貫
生産体制構築

西武信用金庫

2713111318 東京都 有限会社アヅマデンタルアート 9012702002173
自由度の高い３Ｄ・ＣＡＤを活用した新しい製法の人工
歯開発と設計ラボの確立

八千代銀行

2713111319 東京都 株式会社加藤製作所 2010501002558
多色印刷・短納期・小ロットによる新「オリジナル缶」製
造販売体制の構築

栃木銀行

2713111321 東京都 株式会社メデック 3010101003930
新たな医療機器構成部品の大口案件に対応する専用
の生産体制の確立

西武信用金庫

2713111324 東京都 株式会社ノマド・グローバル 4010701026306
「インバウンド向けＪＡＰＡＮ　カルチャー体験民泊施設」
の開発

株式会社ヒューマンネット・コンサ
ルティング

2713111325 東京都 株式会社カネブン 2010001001886
コンパクトな間欠印刷機の導入による抜き工程の精度
向上

株式会社高崎総合コンサルタンツ

2713111326 東京都 有限会社中正紙工 1010602006698
新技術「紙のホチキス」製本による新規市場と需要の拡
大

株式会社ＧＩＭＳ

2713111327 東京都 株式会社タシロイーエル 7010801007054
精密加工部品の計測時間短縮と品質保証による生産
性向上計画

さわやか信用金庫

2713111328 東京都 コロナ産業株式会社 9010501004309
Ｘｍａｓライトメーカーのハロウィン市場に向けたツリー開
発

北陸銀行
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2713111334 東京都 株式会社シカルナ・工房 1011701011762 設備導入による成型工程への新展開の実現 三井住友銀行

2713111335 東京都 株式会社ケイ・オール 5013401001825 高精度基板における製造プロセス改善計画 多摩信用金庫

2713111336 東京都 株式会社石井精工 2010601008686
ものづくりの現在と将来を共に見据えた自動車用ゴム
金型生産プロセスの革新化

城北信用金庫

2713111337 東京都 西葛西マリーナ歯科医院              
障害者・有病者の患者のために！やさしく、精密で確実
な歯科治療の実現

福井会計事務所

2713111338 東京都 株式会社ヨシズミプレス 1010601016657
高精度プレス機（ストレートサイド形サーボプレス機）を
導入し、従来の困難な加工を大巾に改善させる加工方
法の新開発。

中ノ郷信用組合

2713111341 東京都 株式会社中央歯科補綴 9010601004415
歯科用ＣＡＤ／ＣＡＭ設備導入による硬質レジンクラウン
の内製化と補綴物製作の短納期化

三井住友銀行

2713111342 東京都 富士セイラ株式会社 4010701008460
チタン合金材の微細精密加工技術開発及び品質向上
のための設備投資

商工組合中央金庫

2713111343 東京都 株式会社日興エボナイト製造所 4011501008139
万年筆の生産能力４倍、納期３分の１、人件費半減を実
現するＮＣ機械の導入

城北信用金庫

2713111344 東京都 株式会社インフィニ 7011001062996
ＡＲ／ＶＲ技術を応用したリッチなコミュニケーションサー
ビスの開発

ジャパン・ラボ株式会社

2713111346 東京都 株式会社Ｃ－プランニング 7010001088572 蕎麦店経営による犯歴者就労支援モデルの構築 神吉マネジメントコンサルティング

2713111347 東京都 株式会社フルックス 5011501014029 釣り用小物入れボックスの新企画と新開発 城北信用金庫

2713111348 東京都 有限会社内野製作所 8012802004161 小物ワークに適した設備導入による生産性向上 西武信用金庫

2713111349 東京都 株式会社メガ・テクノロジー 1010501026863
ＩｏＴ技術者の育成環境を構築するクラウドサービスの開
発

東京中央経営株式会社

2713111350 東京都 晋立印刷株式会社 3011101009760
極少部数フォトアルバム生産装置の導入による一冊製
造対応の実現

株式会社ＧＩＭＳ

2713111351 東京都 ラーグ株式会社 9011501019247
カメラクラウドによるセキュリティ＆インストアマーケティ
ング情報提供サービス

りそな銀行

2713111352 東京都 西武電機株式会社 6010101001948
基板実装装置の最新モデル導入による生産性向上と競
争力強化

多摩信用金庫

2713111354 東京都 株式会社桂精密 1010101000855
内視鏡薄肉パイプと薄肉部品のＹＡＧレーザー溶接によ
る精密溶接の実現

西武信用金庫

2713111355 東京都 株式会社エスピーエム 2012301007423
リスクの高いマグネシウム加工の安全を確保した加工
技術による事業拡大

多摩信用金庫

2713111356 東京都 株式会社ベスタネット 6010001077139
小規模保育の保育リスクマネジメントに向けた試作開
発・実証実験事業

税理士法人熊谷事務所

2713111359 東京都 株式会社エイチ・ピー・アイ 3011701008583
３Ｄポータブル測定器導入による開発力革新化で、メイ
ド・イン・ジャパンのオリジナルパーツの提供へ

三菱東京ＵＦＪ銀行

2713111360 東京都 スペースラボ株式会社 2011001062539 レンダーファームサービス 八千代銀行

2713111363 東京都 飛天ジャパン株式会社 7010001098150
低コスト・高セキュリティな中小企業向け情報漏洩防止
システム

東京中央経営株式会社

2713111365 東京都 有限会社セレスト 7011802027090
市場拡大が続いている飲料関連機械部品の高度生産
体制の構築

知久美英税理士事務所

2713111370 東京都 株式会社ジェイメック 2010001003387
微小スポットサイズ高速走査型ピコ秒レーザー治療器
の開発

商工組合中央金庫

2713111371 東京都 株式会社ミフジ 9011701007670
住宅内装材をステーショナリー小物に転用したインテリ
ア性の高い雑貨の開発

東京東信用金庫

2713111373 東京都 株式会社テオリアハウスクリニック 9011601013298
ＩｏＴを活用した住宅劣化防止「床下環境モニタリングシ
ステム」の開発

巣鴨信用金庫

2713111374 東京都 株式会社デンドリックス 7011001097885
がん治療効果を増強する新しい樹状細胞ワクチンの開
発

小笠原淳雄

2713111381 東京都 おかもとポンプ株式会社 7011501009448
ポンプ試験設備の自動化及び最適化による生産プロセ
スの改善

特定非営利活動法人とうかつ経営
支援グループ

2713111383 東京都 株式会社ケテル 8011801001384
世界初のヘルメット装着用ボリューム調整機能付きマイ
クロホンの試作開発

阿波銀行

2713111384 東京都 株式会社Ｍ’ｓマネジメント 9010401103920
特許取得！　女性向け高級リーディンググラス（老眼
鏡）の開発

株式会社シャイン総研

2713111387 東京都 ルーセントドアーズ株式会社 4010401114377
『ＩＴを活用した中高年求職者のための人材紹介システ
ムの開発』

税理士法人アスタクス
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受付番号 都道府県 申請者名称 法人番号 事業計画名 認定支援機関名

2713111392 東京都 ひさかた合同会社 9010003021587
クラウド活用による家庭的保育と教育両面の充実を実
現する学童保育事業の運営

巣鴨信用金庫

2713111393 東京都 株式会社トップ・ギア 3010501023355
国内の高度縫製技術を活かし、世界に売れる高級皮革
商品の開発・販売

株式会社シャイン総研

2713111398 東京都 株式会社メール 4011801012518 小売と生産工場をつなぐ在庫管理システムの構築 朝日信用金庫

2713111400 東京都 株式会社ベスト 3011801018953
ＣＡＭ裁断機、電動ミシンによる皮革製品の小ロット短
納期化事業

株式会社シャイン総研

2713111401 東京都 株式会社ＤＹＭ 8010701026434
ＷＥＢシステム構築によるベンチャー企業へのシニア人
材の紹介事業

ジャパン・ラボ株式会社

2713111403 東京都 有限会社ユー・エスエンジニアリング 4010102008168
アクリルダイカット製品の印刷面保護と高級感向上を実
現するコーティング設備の導入

多摩信用金庫

2713111405 東京都 株式会社カメセ水産 4010601000303
青のりの提供における異物混入防止レベルの更なる向
上につなげる事業

朝日信用金庫

2713111406 東京都 株式会社常陸紙工印刷社 5010001055335
新型穿孔機導入による生産性向上と自社技術を活かし
た新規市場参入

東栄信用金庫

2713111407 東京都 株式会社オーティエス 8011801006565
エレキギター製造の為の中型マシニングセンタ及び工
程管理ソフトの導入

東京東信用金庫

2713111408 東京都 株式会社コーワジョイ 7011801001484
金属腐蝕加工における材料洗浄の自動化及び高精密
マスキングによる生産性向上

税理士法人ＴＫネットワーク

2713111411 東京都 株式会社セントラルサポート 7030001093141
歯科用３Ｄプリンター導入による生産性の向上と入れ歯
事業への新展開

城北信用金庫

2713111414 東京都 佐渡北精機株式会社 1011801001861
空気圧機器部品多面穴加工の生産性向上による短納
期生産体制の実現

亀有信用金庫

2713111415 東京都 株式会社スゴー製作所 6013201013243
最新型ＣＮＣ複合旋盤を導入し、加工時間の短縮と不
良品削減の実現による生産性向上

ライジングコンサルタンツ株式会社

2713111419 東京都 大進精機株式会社 5010801006644 ＩｏＴ活用による生産効率の改善 城南信用金庫

2713111421 東京都 有限会社金田製作所 1012802000621
国産エレベーター向け　高精密小型・偏心ネジの生産
性向上

西武信用金庫

2713111422 東京都 株式会社オプラックス設計事務所 9010701023100
照明アプリケーションに特化した新コンサルタントサービ
スの展開。

松本　芳樹

2713111425 東京都 株式会社相馬光学 4013101004393
近赤外分光を利用した牛血液測定装置の開発と動物
用医療機器認証取得

一般社団法人首都圏産業活性化
協会

2713111426 東京都 株式会社金杉工芸 1011801006968
最新型インクジェットプリンターによる高付加価値と差別
化の実現

りそな銀行

2713111430 東京都 ミタニマイクロニクス株式会社 3013401001612
ＬＴＣＣ向け次世代超高精度スクリーンマスクの革新的
製造ラインの構築

横田税務会計事務所

2713111431 東京都 株式会社トランク 7011101071534
「ＩＴを活用した次世代収納サービスと保管休眠物のリ
ユース」事業

弁護士法人ＢｒｉｄｇｅＲｏｏｔｓブリッジ
ルーツ

2713111432 東京都 株式会社創志企画 7012801003462
新デジタル機の導入を契機とした新印刷サービス構築
とそのパッケージ化の展開

東京シティ信用金庫

2713111434 東京都 株式会社ヒューマンウェア 9010001108741 クラウド型永代供養サービスシステムの開発 フロンティア法律事務所

2713111435 東京都 株式会社メディエイド 5010001091611
調剤併設型ドラッグストア店舗のための患者コミュニ
ケーション支援システムの開発

服部中小企業診断士事務所

2713111438 東京都 向日葵設計              「オリニギリ」の継続的開発 三井住友銀行

2713111439 東京都 大洋メタルワークス株式会社 5010801021156
設備導入による生産性向上とオイルミスト除去による職
場環境改善

さわやか信用金庫

2713111440 東京都 昭和測器株式会社 2010001018170
設備保全を目的とした生産機械等の振動計測・解析
サービス

一般社団法人首都圏産業活性化
協会

2713111441 東京都 有限会社米澤印刷所 5013102006958
特殊な紙折技術で青梅・西多摩地域観光マップ等の受
注拡大

青梅商工会議所

2713111442 東京都 株式会社白金トレーディング 6010401089031
簡単操作で養殖業の漁師さんの６次産業化を支援する
クラウドサービスの提供

前田達宏

2713111443 東京都 株式会社テンミニ 4011001109321
パフォーマー活動支援のクラウドソーシングサービスの
開発

西武信用金庫

2713111444 東京都 株式会社シュガー・ラッシュ 5011001091502
スペイン　イビザ島でのＩＴを活用した清酒（日本酒）流通
の可視化事業

下川会計事務所

2713111445 東京都 株式会社グリーンパックス 6011401011595
輸入花卉を全国の市場へ安定供給するためのシステム
構築

税理士法人第一経理
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受付番号 都道府県 申請者名称 法人番号 事業計画名 認定支援機関名

2713111446 東京都 株式会社ブレインストーミング 9010001147748
中国ＥＣ店舗と直接取引を可能とする新たな仕組みの
構築

東京シティ信用金庫

2713111454 東京都 中央鍍金工業協同組合 4010805000512
イオン交換塔再生設備の高度化により組合の経営基盤
強化を図る

商工組合中央金庫

2713111455 東京都 株式会社森木ペーパー 3010601041091
生産者と職人をつなぎ危機的状況下の和紙原料生産を
再興させるＥＣサイト構築

神吉マネジメントコンサルティング

2713111457 東京都 花嫁わた株式会社 1011501008315
工程管理・顧客満足向上システム導入により顧客要望
に迅速対応して顧客満足向上並びに生産性向上を図る

城北信用金庫

2713111460 東京都 株式会社ＡｕＢｅ 7011101061568
未来型デジタル切削加工補綴物の製品化に向けたプロ
セスと安定供給実現

さわやか信用金庫

2713111465 東京都 大友運送株式会社 2010601027307
インターネットによる輸配送システムの開発インターネッ
トによる荷物の進捗管理システムの構築

商工組合中央金庫

2713111466 東京都 株式会社ケイズベルテック 7011801007465
パラレルリンクロボットを組み込んだ搬送システムの試
作システム開発

城北信用金庫

2713111468 東京都 株式会社ｈ２ワークス 5010001140161 超小型ＥＶ「コムス」用廉価版スマート充電器開発 朝日信用金庫

2713111474 東京都 株式会社アットフリーク 4011801025305
ネット上に多数重複している物件情報を名寄せする賃
貸オフィスマッチングサービス

八千代銀行

2713111476 東京都 ユニバーサルプリント工芸株式会社 9013301013207
セルフデザインシステムによる似顔絵キャラクターＴシャ
ツ等の作成サービス

巣鴨信用金庫

2713111477 東京都 株式会社ミツギプリント 3011301006871
印刷のデジタル化による高効率と環境にやさしい　職場
への転向

多摩信用金庫

2713111482 東京都 有限会社澤村食品 6010902006955
大手メーカーには真似できない食感の蒟蒻の新販路開
拓での高付加化価値化。

昭和信用金庫

2713111487 東京都 ミッツ株式会社 8012401003382 ＬＣＤ露光機を用いた高速３Ｄ光造形装置の開発
一般社団法人首都圏産業活性化
協会

2713111488 東京都 あきる歯科              
「歯科恐怖症や嘔吐反射により通常の受診が困難な方
への歯科治療の提供」

多摩信用金庫

2713111489 東京都 有限会社明新工業 4010102006840
次世代産業機器向け搭載部品用の金型～プレスの一
貫加工の確立

西武信用金庫

2713111492 東京都 株式会社スワラ・プロ 1030001004459
スタジオ機能の新時代化に挑み、作品制作プロセスの
効率化を図る

上田智雄税理士事務所

2713111496 東京都 株式会社総合整備 3011301003852
日本初の工程で、セメントメーカー向けに安定的なエコ
燃料（フラフ燃料）を供給する事業。

みずほ銀行

2713111498 東京都 株式会社城南村田 8010801014768
顧客対応力強化と作業効率化を目指した熟練職人製
作木型の３Ｄデータ化

城南信用金庫

2713111501 東京都 フォレスト歯科矯正歯科              
人工歯の長期維持安定のため精度の高い非金属補綴
物の院内製作。

群馬銀行

2713111504 東京都 株式会社鳥海鋼業 1013101003852
筋精密切断機導入による加工能力及び組立技術の向
上

一般社団法人首都圏産業活性化
協会

2713111512 東京都 株式会社Ｍｓ 7011801029897
卒業アルバムにＡＲアプリを活用し動画化した　「動く卒
業アルバム」新規サービスの開発

東京東信用金庫

2713111513 東京都 株式会社エムジーツー 5011001072799 日本のアニメ文化の海外発信 西武信用金庫

2713111520 東京都 タムネットワーク株式会社 9010001111002
複合熱源・位相制御加熱による　「超高香気コーヒー豆
焙煎機」の試作

多摩信用金庫

2713111529 東京都 株式会社えだまめ 3010001170227
革新的な冷凍＋解凍システムを利用した冷凍鮨の、広
域流通＆海外進出事業

税理士法人税制経営研究所

2713111535 東京都 株式会社エム＆カンパニー 2012801010315
高齢者専用スペース設置と、送迎サービスの導入によ
る販路拡大事業

立川商工会議所

2713111541 東京都 株式会社大成 1010801006607
マシニングセンタ増設による機械加工部品の受注量の
拡大と高付加価値化の実現

商工組合中央金庫

2713111542 東京都 株式会社文洋社 7010401026132 デジタル印刷による小ロット・短納期のＰＯＰツール開発 商工組合中央金庫

2713111543 東京都
株式会社ソーシャルインパクト・リ
サーチ

1011101057753
持続可能な社会の実現を後押しするＥＳＧ投資レコメン
デーションシステムの開発

坂本公認会計士事務所

2713111545 東京都 株式会社スクーンジャパン 1010001170666
エコでクリーンな日本製月経カップ及びウェットティッ
シュの製造

中村公認会計士事務所

2713111548 東京都 株式会社島谷製作所 9013101000628 アルミ溶接製品の対応範囲拡大と生産能力向上計画 西武信用金庫

2713111550 東京都 株式会社ミドリ 4011401014897
精神科、認知症対応訪問看護ステーション業務改善シ
ステム

巣鴨信用金庫
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受付番号 都道府県 申請者名称 法人番号 事業計画名 認定支援機関名

2713111551 東京都 株式会社浜野製作所 4010601014146
旋削加工の高度化による生産性向上およびＩｏＴ・ロボッ
ト・エネルギー分野の受注拡大

東京東信用金庫

2713111552 東京都 コムサル株式会社 3010701025390
高濃度酸素カプセルとオイルマッサージの複合による新
リラクゼーション事業の構築

株式会社ヒューマンネット・コンサ
ルティング

2713111556 東京都 テスプロ株式会社 2010701024179
伝統的な製品・技術を扱う中小企業の海外進出を支援
するショッピングモールの構築

アルファ税理士法人

2713111557 東京都 株式会社西川精機製作所 6011701006139
複合機導入による高精度製品生産体制の確立と医療・
自動車分野への進出

東京東信用金庫

2713111559 東京都 株式会社共立理化学研究所 2010801003157 品質安定化のためのデジタルマイクロスコープの導入 小谷野公認会計士事務所

2713111567 東京都 川辺食品株式会社 1013301003272
南高梅の日本初高感度非破壊異物検出装置　による
食の安心の提供

株式会社さがみはら産業創造セン
ター

2713111573 東京都 ファースト・ランニング株式会社 9010501024728
採血せず指先に光を当て糖尿病の主原因ペントシジン
濃度を測る小型計測器製造。

朝日信用金庫

2713111574 東京都 有限会社杉内建設 5011602009043
世代を超えて職人が使える現場情報共有システムの開
発

会計事務所オネスティア

2713111576 東京都 トシデンタルクリニック              
歯科用の修復物や補綴物の精度向上などによる安全
安心の治療サービス提供

城南信用金庫

2713111577 東京都 株式会社カメラのキヨシ 3011301001716 写真をモノからコトへ変える「写真で作る自分史」事業
特定非営利活動法人杉並中小企
業診断士会

2713111579 東京都 おおはし歯科医院              
超高齢社会において幸福に健康寿命を延長しうる低侵
襲で精密な歯科医療の提供

おばら行政書士事務所

2713111580 東京都 株式会社ロビット 2010001161342
ＩｏＴ家電『ｍｏｒｎｉｎ＇』の次世代モデル開発における課
題の解決

西武信用金庫

2713111581 東京都 三州電機株式会社 7013401001146
レーザ設備導入による補聴器部品生産プロセスの高度
化

多摩信用金庫

2713111586 東京都 株式会社アズ 6010401067788
ＩＯＴを活用した外国人旅行客の行動変容を客観的に分
析するシステム開発

税理士田中事務所

2713111594 東京都 株式会社イデオモータロボティクス 6012401022905 ３Ｄプリンター導入による試作工程の内製化事業 かなり税務会計事務所

2713111595 東京都 株式会社プライムコンセプト 9290001060089
体験型観光案内を軸とした、通訳案内士と訪日外国人
のマッチングサービス

福岡銀行

2713111596 東京都 旭ヶ丘歯科医院              
金属アレルギー患者を救うメタルフリー日帰り治療サー
ビスの展開

田中貢税理士事務所

2713111600 東京都 いばた歯科医院              
歯科医師による歯科医師のための、歯科技工物製造
サービス

山田稔幸税理士事務所

2713111604 東京都
ｓｅｖｅｎｄｒｅａｍｅｒｓｌａｏｒａｔｏｒｉｅｓ株式会
社

5010401113221
オーダーメイドゴルフシャフトにおけるＩｏＴを用いた設備
投資による生産性向上及び品質向上

滋賀銀行

2713111606 東京都 新越精機株式会社 6011801002005 業界初、厚肉ワッシャプレスの新加工法開発 亀有信用金庫

2713111607 東京都 加藤農園株式会社 6011601001470
麹発酵技術と発芽玄米加工技術を応用した新規甘味
料の開発

西武信用金庫

2713111609 東京都 株式会社システムツー・ワン 7011101041611 地域で見守る「徘徊探索システム」試作機の開発 巣鴨信用金庫

2713111610 東京都 有限会社友栄写真タイプ社 3010502012027
大判プリンター導入による手帳製造リードタイム短縮と
効率的なチェック体制の構築

朝日信用金庫

2713111617 東京都 株式会社ハウスクリニック 7010101003068
新工法と工事管理システムの開発による原状回復サー
ビスの新展開

三井住友銀行

2713111621 東京都 株式会社六濤 6010001008548
これまでにないＭＲＩ室へ入退室可能な木製車椅子の提
供

今井会計事務所

2713111623 東京都 美創印刷株式会社 7012401008473 開きやすく読みやすい機能的な説明書の構築 株式会社ＧＩＭＳ

2713111626 東京都 マーチインパレード株式会社 7120001174659
国内外に発酵食品を広めるためのウェブサイト『発酵生
活』の開発

中村公認会計士事務所

2713111630 東京都 株式会社レイジェス 5010001149624
非構造データをベースにした機械学習を用いる企業の
信用リスク評価システムの開発

飯田コンサルティングオフィス

2713111635 東京都 株式会社やましたグリーン 7010101010262
可変脚油圧ショベルの導入による工事作業の高効率化
と顧客満足度の向上

多摩信用金庫

2713111640 東京都 平岡商事株式会社 8010501032533
美容サプリの通販による「日本の女性のためのブラン
ド」創成計画

東京東信用金庫

2713111643 東京都 株式会社快適ライフ 5010401096846
初等プログラミング教育を普及させる画期的な学習教
材の開発

ジャパン・ラボ株式会社
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2713111644 東京都 株式会社ｒｉｍＯｎＯ 2010001162976
布張り車体のカワイイデザインの超小型電気自動車の
開発

西武信用金庫

2713111645 東京都 タケルベーシックルール合同会社 2020003008697
ＩＴ利活用による金融リテラシー教育事業の革新的プロ
セス改善

ジャパン・ラボ株式会社

2713111646 東京都 株式会社オンネット・システムズ 3040001067429 日本語プログラム資産の国際化支援システムの構築 千葉銀行

2713111647 東京都 株式会社チルアウトジャパン 1011001103368
海外進出を視野に入れた日本のおもてなしエステサー
ビスの開発

井上大輔

2713111649 東京都 有限会社中島製作所 6013102001355
高剛性最新マシニングセンター導入による高難度試作
案件の競争力強化

一般社団法人首都圏産業活性化
協会

2713111651 東京都 株式会社国宝社 8010001002714 日本伝統製本技術「和綴じ」を世界へ広める 株式会社ＧＩＭＳ

2713111652 東京都 株式会社ソフトフロー 4010101010331
半導体製造装置の製造プロセス実証シミュレーションソ
フトの開発

塚本俊税理士会計事務所

2713111653 東京都 株式会社ＪＢＳ 9020001110564
ＩｏＴ技術を応用した集合住宅向け遠隔解錠システムの
試作開発

横浜銀行

2713111654 東京都 株式会社アースプロテクト 6011701009208 新型空気浄化装置開発プロジェクト 東京東信用金庫

2713111658 東京都 安倍鰹節株式会社 1010801000568
生産性向上および製品の高品質化による新商品開発と
新市場展開

城南信用金庫

2713111659 東京都 株式会社立山製作所 1011401004050 金型製作と設計ノウハウを融合した生産性向上 巣鴨信用金庫

2713111660 東京都 株式会社ノーメイク 9011001103336
主婦の在宅中の空き時間を繋ぎ合わせる次世代型の
「クラウド・コールセンター」の構築

城南信用金庫

2713111662 東京都 株式会社マエダ 4011801016774
生産性、収益向上の為の高度生産性向上型、自動旋
盤設備の導入

瀧野川信用金庫

2713111664 東京都 井上大輔税理士事務所              
一般社団法人をターゲットとした新管理ワンストップ
サービス提供による新顧客層開拓

山本孝之公認会計士事務所

2713111669 東京都 株式会社タナクロ 5030001092302
ＩＴの活用により誰でもデザイナーになれる画期的なカワ
イイ洋服づくりサービスの開発

東和銀行

2713111670 東京都 プラスエイト              
眉を中心としたトータルなフェイシャルサービスの展開
と、それらの技術を教えるスクール事業

株式会社シャイン総研

2713111671 東京都 合同会社ファブリッジ 5013203001635
台湾向けに特化した越境ＥＣまるごと支援サービスの開
発と提供

城南信用金庫

2713111673 東京都 株式会社王文社 9011501000842
米国ヴィンテージドレスシューズ※１のリボーン加工※２
製品製造

巣鴨信用金庫

2713111674 東京都 株式会社東京猫医療センター 9010601044980 究極に猫に優しい医療の実現 十文字会計鑑定事務所

2713111675 東京都 株式会社泉化工 8013101001247
高速道路トンネル用ＦＲＰブラケットの開発と量産体制
の構築

多摩信用金庫

2713111676 東京都 ハイパーアグリ株式会社 6021001045035 稲作用イオン水生成装置の改良計画 町田商工会議所

2713111677 東京都 株式会社計測技術サービス 2010001145213
コンクリート内部を瞬時に透視できる特殊レーダ装置の
試作品開発

朝日信用金庫

2713111679 東京都 株式会社ビアーチエ 7010001144664
高精密な細工を施したオーダーメード貴金属製作の為
の最新鋭設備の導入

東京シティ信用金庫

2713111685 東京都 みんな電力株式会社 6010401093900
電力自由化を機に自転車発電で環境意識を啓発し電
力契約を拡大する新展開

株式会社ビジネスリノベーション

2713111688 東京都 株式会社エフユーアイジャパン 1010401098235
「α／β／γ線を同時測定し、α／β／γ線の弁別、
α／γ線のスペクトル表示ができる放射線測定器の開
発」

西武信用金庫

2713111690 東京都 株式会社ＳＧＭ 5011001105682
キュレーションサービスによる新型ビジネスモデルの構
築

特定非営利活動法人東京都北区
中小企業経営診断協会

2713111692 東京都 有限会社イワキ精工 7010802001584
最新型ＣＮＣ旋盤導入によるジェットエンジン部品の量
産に向けた加工技術開発

牛腸真司税理士事務所

2713111693 東京都 有限会社藤精機 6010802012566
工程短縮・柔軟な工程組・高精度加工で事業拡大する
ＭＣ導入計画

芝信用金庫

2713111695 東京都 吉祥寺通り歯科クリニック              身体に優しい革新的な抜歯後の治療サービスの提供 群馬銀行

2713111707 東京都
合同会社Ｔ＆Ｅバイオメディカルサー
ビス

5020003010725
超小型！実験動物用インプラント無線生体センサータ
グの試作

会計事務所オネスティア

2713111711 東京都
ユナイテッド・アドバイザーズ株式会
社

9011001052954
助成金申請書自動作成サービス開発及び社労士紹介
サービスの展開

ユナイテッド・アドバイザーズ税理
士法人
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2713111714 東京都 株式会社伊部製作所 3011801014416
大型切断装置と着色技術開発による美的価値と生産性
の向上

東京シティ信用金庫

2713111726 東京都 株式会社プライムネット 3012701008111 セラミック膜を搭載したコンパクト純水装置 多摩信用金庫

2713111729 東京都 有限会社篠原紙工 6010602011958
ミシン機と小型ＰＵＲ製本機導入による企画提案力強
化、新規受注増加と新規顧客獲得

東京東信用金庫

2713111732 東京都 永和鉄鋼株式会社 3013101001268 比重選別機導入による画期的分別方法の確立 多摩信用金庫

2713111735 東京都 株式会社川邑研究所 1013201001525
地上保管性を向上させた航空宇宙用固体被膜潤滑剤
の開発

商工組合中央金庫

2713111736 東京都 有限会社三裕製作所 3011702005126
高性能３ＤＣＡＭの導入による、試作金型の短納期・低
コスト化

朝日信用金庫

2713111747 東京都 株式会社小松崎 1010501004183
新型設備導入により引張バネ分野における　差別化を
図り、高付加価値製品の増加を推進する計画

城北信用金庫

2713111752 東京都 株式会社チカク 9010401110784
祖父母と家庭で子供の写真・動画を手軽に共有する
サービス

みずほ銀行

2713111758 東京都 株式会社トモエ 2010801017628
水素社会の未来を支える高精度加工の革新化と確かな
精度保証の実現

さわやか信用金庫

2713111763 東京都 株式会社ＴＲＩＧＧＥＲＳ 1010401106963
インターネットサイトによるハラール認証アウトバウンド
事業の開発

森公認会計士事務所

2713111764 東京都 株式会社デンテック 1011401004348
最新ＮＣ研削盤による歯科インプラント用ドリルのセミ
オーダーシステム構築

安藤光宏税理士事務所

2713111765 東京都 石川金網株式会社 2011501005451 新ブランド金網量産化用スリッター機の開発 東京東信用金庫

2713111767 東京都 アルテック株式会社 8010701000711 デジタルミラーサイネージ製作 巣鴨信用金庫

2713111775 東京都 技研精機株式会社 2011401001542
高精度ギヤ加工の生産性向上のためのビビり振動抑
制技術の開発と設備投資

商工組合中央金庫

2713111776 東京都 株式会社ＴＭＳ 3010701030556
日本初！放送・映像業界の「クリエイター」向けスケ
ジュール管理ネットサービスの展開

石川弘司

2713111777 東京都 株式会社吉居紙器製作所 6012701011590
特殊貼り箱製造における生産プロセスの改善と高精度
化の実現

多摩信用金庫

2713111778 東京都 ＢｌｕｅＩｎｄｕｓｔｒｉｅｓ株式会社 7010601048380 ＳＤカード・ＵＳＢメモリ型生化学分析デバイスの開発 有村三奈税理士事務所

2713111782 東京都 株式会社オリエント４Ｃ’ｓ 7090001000406
非接触タグで製造工程・管理工程を見える化製造デー
タを蓄積し生産性改革に挑む

山梨中央銀行

2713111784 東京都 都生工業株式会社 2012301001748
女性・高齢者でも土壌に挿入し易い長芋用支柱の商品
化

多摩信用金庫

2713111788 東京都 株式会社豊業 9011701007126
最新型ラベルシール印刷機の導入による高精細で短納
期な生産体制の確立

朝日信用金庫

2713111790 東京都 オーエス工業株式会社 8011501005776
全ての樹脂に混合できる画期的なブラックＭＢの開発と
ブランド化を図る。

東京東信用金庫

2713111793 東京都 有限会社サトー精機 7011402003962
食品加工場に於ける不揃いに流れる商品の自動整列
装置の開発

巣鴨信用金庫

2713111803 東京都 須賀ゴム工業株式会社 9011701004214
フタル酸フリーの生産プロセス確立による環境対応型市
場への先行参入

りそな銀行

2713111822 東京都 株式会社中央設計 1012701004599 中古住宅の住宅診断の事業化 八千代銀行

2713111823 東京都 有限会社今製作所 3010802001547
５軸制御立形マシニングセンタ導入による大物加工分
野への進出

城南信用金庫

2713111825 東京都 株式会社セラバリューズ 5010001111641
健康食品有効成分の非晶質構造を保持して微細粒子
化する技術開発

近藤邦人税理士事務所

2713111843 東京都 有限会社藤原電機製作所 5010102006014
クレーン検査及び据付設備の導入による生産性・安全
性の向上と作業の見える化

伊丹税理士事務所

2713111848 東京都 株式会社優美設備 4012701011972
工事台帳管理とＣＡＤシステムの連携によるサービス提
供プロセスの改善

公認会計士古川事務所

2713111849 東京都 株式会社ＲＯＮＩＷＯＲＬＤ 5010901036582
フリーパタンナー、海外縫製工場との連携による生産工
程効率化

髙橋順税理士事務所

2713111851 東京都 株式会社シグマベース 2040001012781 凹型鋼板翼を有する軸部コンクリート杭の開発 東京東信用金庫

2713111853 東京都 株式会社サントラスト 9500001005633
高性能製氷機導入による出荷コストの削減および食品
安全性の向上

伊予銀行
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2713111854 東京都 株式会社白鳥板金工業 8012801006794 動力折曲機導入による高精度生産体制の確立 西武信用金庫

2713111855 東京都 株式会社立川印刷所 8012801000814
生産体制の改善による顧客からのニーズに応える社内
環境づくり

多摩信用金庫

2713111857 東京都 株式会社ロードフロンティア 4050001019989
中小企業に特化した共済型クラウドファンディングの構
築

株式会社シャイン総研

2713111858 東京都 有限会社中村コーティング工業 4010602012636
自送式裁断機導入による生産ラインの時間短縮と品質
向上の確立

城北信用金庫

2713111859 東京都 株式会社テー・シー・アイ 7010801007500
輸送品質評価の高度化と長期輸送対応の新衝撃加速
度レコーダーの開発

城南信用金庫

2713111867 東京都 リノ・ハピア株式会社 6010801012889
バルコニー防水補修の可動式ワイドステージ活用によ
る現場作業革新

株式会社さがみはら産業創造セン
ター

2713111868 東京都 株式会社三立機械研究所 1011601002812 座金組み込み機の後組み込み式の開発 巣鴨信用金庫

2713111869 東京都 神谷デンタルクリニック池袋医院              
口腔内スキャナーｉＴＥＲＯ導入による診療プロセスの変
革と事業拡大

税理士法人前原・中野事務所

2713111878 東京都 株式会社Ｔ・Ｔ・Ｐｌａｎｎｉｎｇ 8013301026300
歯科矯正器具作製におけるＣＡＤ／ＣＡＭ装置及びソフ
トウェア導入による事業革新

浅川綜合会計事務所

2713111879 東京都 有限会社宮崎製作所 7013102002443
最新設備導入による加工技術高度化・短納期化と生産
システム効率化で実現する航空産業への進出

西武信用金庫

2713111882 東京都 株式会社グレイスエンブ 5011801007351
「立体製品及び布以外への刺繍」の実現により新規顧
客を開拓する

城北信用金庫

2713111883 東京都 橋村電材株式会社 2012301002069
高性能ＣＮＣ複合機導入による複雑形状加工の技術革
新と医療用機器市場での受注拡大

城南信用金庫

2713111904 東京都 ＢＡＴＴＬＥＳＤＥＳＩＧＮ株式会社 2290001062901
デザイン会社がイヤホンメーカーになる！！高性能イヤ
ホンブランド立上げ事業

佐賀共栄銀行

2713111910 東京都 ミミー電子株式会社 7012801001598
潜在的需要の市場獲得を目指すための現行デザイン
刷新の試作開発

横山税務会計行政総合事務所

2713111918 東京都 株式会社ペアシェイプ 8011801020005
「遠赤外線イオン発生繊維」の開発による、糸・不織布
の製品化および流通向け販売促進事業計画

石川弘司

2713111932 東京都 株式会社テーブルクロス 8010401112716
訪日外国人に対する飲食店情報の翻訳スマートフォン
アプリの開発と提供

朝日ビジネスサービス株式会社

2713111942 東京都 有限会社ピースメイキング 8010102010715
真空調理技術と高速冷凍技術の融合よる宮崎県産豚
肉を使った新商品の開発

西武信用金庫

2713111945 東京都 株式会社Ｈ＆Ｓプロモーション 8010401093246
ママフェスの為のイベントポータルサイト及びママ起業
家サポートサービス

石川由美子

2713111957 東京都 セントグラフィック株式会社 1013301026496 新規印刷機導入による事業の高付加価値化 商工組合中央金庫

2713111960 東京都 株式会社スター精工業社 5010801020397
小型部品難削材の表面仕上げ加工による高付加価値
化

城南信用金庫

2713111967 東京都 株式会社テック 3010101002544
３Ｄプリンタ及び３次元ＣＡＤ導入による開発期間短縮化
と業務効率化。

多摩信用金庫

2713111975 東京都 株式会社テレパワー 5013301022839 新薬開発の為のマウス等小動物用観測システム 巣鴨信用金庫

2713111987 東京都 株式会社ダイワイノベーション 6011401013154
・多品種少量生産方式に向けた小型部品包装機械の
試作開発

巣鴨信用金庫

2713111989 東京都 リブト株式会社 6010001138782
高齢者の手術後の失明を未然に防ぐ感染防止スプレー
の開発

多摩信用金庫

2713111998 東京都 有限会社マイクロキャスト 9012402017752
新規製造業者からの短期納品希望に対する新型少量
鋳造用機械での対応

多摩信用金庫

2713112000 東京都 有限会社金井製作所 8011402002352 ＵＶプリンター導入による木材塗装の多種化・効率化 税理士法人あおい経営支援

2713112022 東京都 オプトオール株式会社 6040001078670 光ファイバ加速度センサの開発試作 千葉興業銀行

2713112027 東京都 三共鍍金株式会社 2011401002516 計測機器導入によるめっき品質の高度化 税理士法人あおい経営支援

2713112028 東京都 株式会社伊和起ゲージ 7010801001148
新システム導入と匠の技術で半製品引当生産革新を実
現し、短納期の海外顧客を獲得する

共立信用組合

2713112030 東京都 株式会社インパクト 6010801001108 電子顕微鏡で世界に通じる品質の確立 芝信用金庫

2713112037 東京都 三和フロスト工業株式会社 6010801004184
レーザ顕微鏡の導入による高精細フロスト加工技術の
開発

商工組合中央金庫
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2713112038 東京都 株式会社Ｋｏｍｐａｔｈ 7011001107909 外科用手術シミュレーションソフトウェアの開発 御簾納会計事務所

2713112044 東京都 株式会社オプトゲート 1011801018427 高精度光リフレクトメータの開発 青和信用組合

2713112045 東京都 株式会社プロペラプレーン 9012401021292
インバウンド４０００万人からの売上獲得～「Ｍａｄｅ　ｉｎ
ＪＡＰＡＮ」商品増売計画～

麹町会計事務所

2713112046 東京都 株式会社ＡｎｙＤｅｓｉｇｎ 5012401021981
超微細傾斜計測と容易な設置の地すべり監視警報装
置の開発

多摩信用金庫

2713112048 東京都 フューチャークリエイト株式会社 9010001162739
医療レベルで利用できる抗菌・殺菌塗布剤の研究・開
発から商品化

八千代銀行

2713112054 東京都 千蔵工業株式会社 1010801007258 軽量化で開発する安全・安心な自動回転ドア 三菱東京ＵＦＪ銀行

2713112055 東京都 株式会社ほたる 2010001163792
浄化装置を有し、上下水道が不要な水循環型シャワー
の開発と提供

三井住友銀行

2713112056 東京都 有限会社五十嵐精機製作所 1012402000237
文字および図案等の輪郭抽出による任意図形の２次元
レーザ金属加工

多摩信用金庫

2713112057 東京都 株式会社セルファイバ 8011001104863
新規バイオ機能繊維「細胞ファイバ」の安定生産装置開
発

城南信用金庫

2713112060 東京都 株式会社ＣＯ２資源化研究所 5010401119986 ＣＯ２、水素を主原料とする飼料素材の事業化
特定非営利活動法人東京都港区
中小企業経営支援協会

2713112073 東京都 新島ネオライト工業株式会社 7010001131398
流動層を用いた高付加価値製品群の生産体制確立と
機能性評価試験

七島信用組合

2713112081 東京都 株式会社ニューワールドカンパニー 1040001079608 世界初メンズ着せ替えヒール事業 西武信用金庫

2713112084 東京都 堤工業株式会社 6010801007377
０．１ミリ以下の薄板加工など多種多様なＣＦＲＰ切削加
工技術及び加工効率の向上

加藤茂公認会計士事務所

2713112085 東京都 株式会社ひらめき 1011101046599
皮膚へ直接照射可能なプラズマ放電技術を用いた美容
機器の開発

三井住友銀行

2713112086 東京都 藤村電器株式会社 2010701008751
複合旋盤導入による鉄道車両用新規開発部品の品質・
生産性向上

三菱東京ＵＦＪ銀行

2713112090 東京都 ＭＩＸＳ              
マシニングセンタ導入による二輪用部品製造工程の短
縮と新商品開発の拡大

多摩信用金庫

2713112092 東京都 株式会社ユニ工機 2010101010028
航空機のシート向け精密板金部品の生産性向上を図る
設備投資事業

山梨中央銀行

2713112093 東京都 有限会社石橋製作所 9012402000270 画像測定器導入による検査体制の改革 多摩信用金庫

2713112094 東京都 株式会社エクシェル 7021001054373
ＵＳＢポートのついた産業用マザーボードコンピュータへ
の対応

城南信用金庫

2713112097 東京都 株式会社晃新工業所 9010801016895
プリント基板のバリ発生を解消した剪断システムの試作
開発

芝信用金庫

2713112098 東京都 クリエー鉄              
レーザーマーキング装置導入によるステンレス新製品・
新サービスの創出

松井会計事務所

2713112099 東京都 株式会社Ｘｉｂｏｒｇ 3011001099951
技術デモンストレーションロボットの開発及びモータ駆動
回路モジュールの事業化

税理士法人渡邊リーゼンバーグ

2713112101 東京都
株式会社ワイヤレスコミュニケーショ
ン研究所

9012401019031 「高齢者おむつサービス」のためのシステム構築 調布市商工会

2713112102 東京都 デ・ファクト・スタンダード合同会社 2130003003786
デジタル演算方式によるローカル発振器のスぺクトル純
度向上手法の試作開発

隅田会計事務所

2713112103 東京都 株式会社ラヤマパック 7011801005254 真空成形機の「ｎ分の１ライン」化実現による生産革新 中ノ郷信用組合

2713112104 東京都 株式会社Ｍｉｌｋｉｓｓｉｍｏ 6440001005618 最新機械導入による製造能力の拡充と収益拡大計画 北洋銀行

2713112105 東京都 ヘッドスプリング株式会社 9010701029733
パワーエレクトロニクス開発情報統合プラットフォームの
開発　ＳＴＥＰ１

税理士法人スバル合同会計

2713112109 東京都 ガラポン株式会社 8010001138731 廉価版　全ＴＶ番組録画機のレンタル拡販 みずほ銀行

2713112110 東京都 株式会社ジェイトンプソンズ 4010001172180
金属加工業界への全自動運転を可能にする革新的技
術の提供

中川税理士事務所

2713112117 東京都 株式会社ウィン 7011701018901 微細流路熱交換器の事業化 森会計事務所

2713112118 東京都 平野石油株式会社 3010601027405 ＷＥＢを通じた付加価値情報の情報提供サービス 税理士法人タクト

22



受付番号 都道府県 申請者名称 法人番号 事業計画名 認定支援機関名

2713112135 東京都 合同会社Ｍ＆Ａクラウド 8010403014167
Ｍ＆Ａ市場拡大のための人工知能を用いた企業評価の
算定

吉田正人公認会計士・税理士事
務所

2713112151 東京都 アクタスＩＴソリューションズ株式会社 1010401063619
ストレスチェックに対応したワンストップ人事管理サービ
スの開発

曽田税務会計事務所

2713112154 東京都 アンロック合同会社 7010903002795
在留外国人に対する多言語生活支援情報配信サービ
ス・在留外国人が入居可能な住宅募集サービスの開発
（以下、本システムとする）

昭和信用金庫

2713112157 東京都 株式会社エクスメディオ 5490001007866
ＭＲと医師をつなぐ新しいスマートフォンチャネル「ＭｙＭ
Ｒ」

高知銀行

2713112162 東京都 セールスワン株式会社 8010401116601
スタンプとウィザードを標準とした、ワークプレイスシス
テムのサービス化

おさだ税理士事務所

2713112163 東京都 カウンティア株式会社 8010001166352
人工知能とクラウドソーシングを活用したテキストマイニ
ングシステムの開発

税理士法人東京総合会計

2713112170 東京都 株式会社テクノプラニング 5010101007129
最新型測量機器の利用による遺跡調査測量システム
のリースサービス展開

税理士伊藤仁教事務所

2713112173 東京都 アジアクエスト株式会社 2010901030183 訪日観光客向けルート登録アプリの開発 税理士法人エム・エム・アイ

2713112176 東京都 株式会社ＨＡＳＵＮＡ 9010401095828
エシカル素材用いたブライダルジュエリーの顧客満足を
高めるためのサービス

三菱東京ＵＦＪ銀行

2713112177 東京都 巴電気通信株式会社 5010001123579
医療情報のＱＲコード化システム「ＬＨＣ」の機能拡張・
外国語翻訳対応

巣鴨信用金庫

2713112179 東京都 株式会社ジーアングル 7010801014323
ＭＡＤＥ　ＩＮ　ＪＡＰＡＮ声優コンテンツの海外展開プロ
ジェクト

さわやか信用金庫

2713112183 東京都 株式会社ＣＡＭＩ＆Ｃｏ． 2011501017950 ＩｏＴを利用した小学生向け電子工作教育支援塾の開設 商工組合中央金庫

2713112185 東京都 理研機器株式会社 2010401031401
高効率かつ高精度な自動制御油圧装置による試験
サービスの新展開

株式会社翼コンサルティング

2713112186 東京都 合同会社Ｎシステムズ 1010003023178
複雑な抽選業務を大幅に効率化するためのソフトウェア
開発

税理士法人ＬＢＡパートナーズ

2713112187 東京都 株式会社三河屋製麵 6012701004826
最新装置を用いた不良率軽減および商品パッケージの
コンパクト化による生産力強化事業

多摩信用金庫

2713112190 東京都 株式会社桃園クリエーション 5011201017158
サロネーゼ向け営業支援ポータルサイトを提供。併せ
当社商品の拡販。

西武信用金庫

2713112202 東京都 ジョージ・アンド・ショーン合同会社 4011003006657
ビーコン端末とＷｅｂシステムを利用した認知症高齢者
のソーシャル捜索事業

司法書士法人芝トラスト

2713112204 東京都 株式会社ベゼル・ビオ・プランニング 3011201010965 携帯端末による土地の事業収支作成 西武信用金庫

2713112209 東京都 株式会社３Ｄ　ＳＴＵＤＩＯ　ＷＡＴＴＳ 7011101076335
モーションキャプチャと高精度３Ｄスキャンを融合させた
ＶＲ対応３Ｄデータ制作

税理士法人キュアノスサポート

2713112212 東京都 株式会社Ｆｌｉｃｋｆｉｔ 6010401099690
足の二次元画像の高精度の三次元化するスキャン機
能を持つ越境ＥＣ支援アプリの開発

税理士法人ステップスパートナー
ズ

2713112218 東京都 株式会社キビテク 6011101061718
家族の見守りを実現する共生型ＩｏＴロボットネットワーク
システムの開発

東京三協信用金庫

2713112221 東京都 レネウェーブ株式会社 4010001169318
再エネ利用人工光型植物工場における生産支援サー
ビスの提供を目指した農業自動生産方式の研究

山田典正税理士事務所

2713112242 東京都 オフィス・メイプル              
インバウンド対応　商店街ホームページ簡単更新ＣＭＳ
サービス開発

西武信用金庫

2713112249 東京都 有限会社トライ 7011702014718
顧客ニーズを正確に取り入れた商品企画開発営業サー
ビスの展開

三菱東京ＵＦＪ銀行

2713112251 東京都
株式会社紀之国屋ベジタブルキッチ
ン

7012801008981
野菜の端材を使った新規事業立ち上げのための設備
投資

下地税務会計事務所

2713112253 東京都 株式会社アジラ 9012301010123
作業効率が大幅アップ！ＡＩ搭載新世代ウェブ解析シス
テムの開発

浅川綜合会計事務所

2713112256 東京都 株式会社エスディ 7011801022745
インバウンド対応の情報提供端末型の自販機の開発と
その事業化

西武信用金庫

2713112257 東京都 株式会社サインド 9010701025765
美容室１０００件に導入したシステム会社がインバウンド
向け美容室予約の開発

越村宜博税理士事務所

2713112261 東京都 株式会社エクスウィルパートナーズ 4010701024111
先生業のためのセミナー管理プラットフォーム「マナビ
ヤ」

小川公認会計士事務所

2713112268 東京都 株式会社ＬｉｖｅＲｉｄｇｅ 6010401116462
捜索ユースケース向けＧＰＳ端末の 試作品開発および
サービス開発事業

東京中央税理士法人

2713112272 東京都 株式会社イヴコーポレーション 6010701023648
商品撮影及び編集の最新システム導入とスマホアプリ
の連携による付加価値向上計画

三井住友銀行
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2713112273 東京都 株式会社ウォーキングワークス 8010001174660
一般家庭（店舗事業者等も含む）と専門職人の仕事依
頼マッチングシステムと、専門職人向けの工事報告書・
請求書作成支援システム

山田典正税理士事務所

2713112274 東京都 株式会社ＦＲＯＭＪＡＰＡＮ 2010601030038
個人オリジナル商品の海外販路拡大のためのＣｔｏＣ基
盤の開発

永峰・三島会計事務所

2713112278 東京都 株式会社陽だまり堂 9011102023788
小店舗向けポスター等販促ツールの革新的制作体制
の構築

天野清一

2713112279 東京都 株式会社オープネス 3010001159716
カスタマーサポートのクラウドソーシングプラットフォーム
の開発

税理士法人虎ノ門会計

2713112280 東京都 株式会社亀屋商店 8010901023487
世田谷みやげ認定製品の生産体制を革新し、生産能力
３倍をめざす

昭和信用金庫

2713112288 東京都 株式会社Ａｎｄ　Ｎａｔｕｒｅ 3010001163718
日本の田舎に滞在できる観光コンテンツのマーケットプ
レイスの構築

城北信用金庫

2713112289 東京都 株式会社クロスタウン 4012801001279
訪日外国人向けのお土産用菓子類の市場獲得を目指
すための商品開発と販路拡大

多摩信用金庫

2713112290 東京都 株式会社マインドセットリサーチ 5013301037928 メンタルアップシステム開発 西村文男

2713112291 東京都 矢野歯科医院              
サージカルガイドを利用したインプラント治療における重
大事故の回避事業

中村太郎税理士事務所

2713112293 東京都 株式会社スプリングフィーリング 9010001113213 エンジニア志望学生のスカウティングシステムの開発 秋山勉

2713112294 東京都 有限会社アダプト 2010002041675
小規模事業者が使いやすいネット通販管理システムの
構築

一般社団法人東京都北区中小企
業経営診断協会

2713112295 東京都 株式会社ヨシオ 5011801012946
製造プロセスの改善で、他社が真似できないランドセル
背当てを開発

岸田亜矢子
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